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自宅でできる抗原検査キットはおすすめ？実際にやってみた！
ネットで購入した抗原検査キットで検査を実施！
お盆の帰省や県外への出張帰りで、具合は悪くないのだけど、やっぱり心配！
そこで、
、ネットで抗原検査のキットを購入してやってみました！
実際にやってみると、とても簡単！
１５分で、と書いてありましたが、実際は５分位で、すぐに結果が現れ、、
「陰性」のため一旦安心。

でも、説明書きにもありますが、
、「陰性」であっても、

「ウイルスに感染していないと証明できるものではない」そうです。
※説明書の文字は相変わらず小さいです。

検査の方法とちがい
ちなみに、今回の「抗原検査」はウイルスの所在を直接確認する検
査です。
ほかにも、検査方法は大きく３種類ありますが、それぞれの検査方
法を確認します。

① PCR 検査とは
もっともよく聞く検査と思います。
検査したいウイルスの遺伝子を専用の薬液を用いて増幅させ検出させる検査方法。
鼻や咽頭を拭って細胞を採取し、検査を行います。感染してから発症する数日前より検出可能とされています。
主に体内にウイルスが検査時点で存在するかを調べるときに用います。
感度は約 70％程度と言われており、検体採取をした場所にウイルスが存在しなかった場合などは感染していた場合で
も陰性となってしまう場合があります。
そのため検査機関によってはウイルスを検出できなかったケースを「陰性」とはせず「検出せず」と表現する場合もあ
ります。

②抗原検査とは
今回私が実施した検査です。
検査したいウイルスの抗体を用いてウイルスが持つ特有のタンパク質（抗原）を検出する検査方法です。
ＰＣＲと同様、今体内にウイルスが存在するかを調べる検査です。
PCR 検査に比べ検出率は劣りますが、少ない時間で結果が出る、特別な検査機器を必要としないことから速やかに判断
が必要な場合等に用いられることが多いです。
因みに、インフルエンザの検査をするときはこの抗原検査を行っていることが多いです。

③抗体検査とは
①②と違い、過去にそのウイルスに感染していたかを調べる検査で、血液の採取が必要です。
ウイルスに感染すると形成されるタンパク質（抗体）が血液中に存在するかを調べます。
体内に抗体ができるまでには時間がかかり、現在そのウイルスに感染していないことの検査に用いることは難しいとさ
れています。

ウイルスに感染した場合だけでなく、ワクチンを打ったことによって抗体ができた場合にも陽性となります。

コそのため、チラの検査は自治体の公表する新型コロナウイルスの検査実施数にカウントされません。
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PCR 検査

抗原検査
( 抗原定性検査 )

抗体検査

目的

現在感染しているか

検体

鼻腔咽頭拭い液、鼻腔拭い液、鼻腔咽頭拭い液

抗体ができているか
血液

調べるもの

唾液
ウイルスの遺伝子

血液中のタンパク質

精度

抗原定性より少ないウイルス 一定以上のウイルス量が必要

ワクチン接種での反応

量で検出可能
陰性

陰性

S タンパク：陽性

* 検査実施場所

検査機関に搬送して実施

検体採取場所

N タンパク：陰性
検査機関に搬送して実施

* 所要時間

およそ 1 日

およそ 15~30 分

およそ 2~3 日

ウイルスのタンパク質

過去に感染していたか

実際の検査の様子
今回調達できた抗原検査キット

※信和会（㈱ノースジャパンツアーズ提供）

東亜産業の日本製！ペンタイプの「抗原検査ペン」！
表には、
「変異株にも対応」とあります。
蓋をとると、唾液を採取する綿棒の先が大きくなったような部分があります、
ここに、口の奥をぐりぐり、そのあと舌の下に入れて２分しみこませます！
キャップの下の部分に薬品が入っていて、初め
は銀紙でふさがれています！

そこへ、唾液を付けたペンの方を、「ブスッ」
と差し、銀紙を破るまで突き刺すと、薬品が出
てきます！
このまま待つこと１５分！
（と書いてありますが、実際は、３分後位には、陰性を表す線が浮かび上がりました）
１本線が「陰性」のマークちなみに「陽性」だと二本線になる、、らしい
説明書にも、医学的に「陰性」「陽性」を断定できるも
のではない！と書いてあり、あくまで安心を得るための
1 つの手段ではありますが、何もやらずに心配でいるよ
りは、少しの安心を得られます。
また、周りの方にも、検査をしているうえで、さらに
対策をして接するので、余計な不安を与えるウことも少
なくできると思います。
高価なＰＣＲや、血液採取を伴う抗体検査に比べ、比較的手
軽に安心を得られる抗原検査キットはおすすめです。

※あくまで参考のためのツールです、、、が
3

建築物石綿含有建材調査者は今後の需要が見込まれる資格です
石綿に関する法令が改正され、主なものが令和３年４月１日から施行されました。
石綿障害予防規則など関係法令について
この法改正に伴い、
今後は建築物の解体、
改修などで事前調査する方には、
「建築物石綿含有建材調査者」という資格が必要となりました。
この有資格者による調査の義務化は、令和５年１０月１日からですが、もう一部の自治体などでは、先行して調査者に調査させる動き
もあるようです。
今回は、私も先日受けてきた建築物石綿含有調査者講習について、書いてみたいと思います。
法改正の内容については、また別の記事でも触れるかと思いますが、まとめると次のとおりです。

石綿はとても使い勝手のよい鉱物です。
主な主な性質として、耐火性、断熱性、耐摩擦性、耐絶縁性、耐酸・アルカリ性があり、繊維状のため混合が容易て吹付け材に少し混
ぜると定着しやすくなります。そして安価でした。
私は薄っすらとした記憶ですが、子どもの時にアルコールランプで使っていたと思います。
用途範囲は広く、多くの場合は建物の建材に使用されていました。
しかし石綿には一つ欠点があります。
それが健康障害をもたらすというものでした。石綿は鉱物ですが、繊維状にほぐれ、その 1 本 1 本が髪の毛の 1000 分の 1 といった細
さです。当然目に見えません。これが呼吸とともに体内に入り、肺の奥、肺胞まで達し、刺さります。
そして数十年後に、肺がんや中皮腫などを発症させてしまうのです。
致命的な欠点です。
この致命的な欠点のため、1975 年くらいから少しずつ規制され、現在は全面禁止になったのでした。
石綿は、２００６（平成１８）年９月から、製造・輸入・使用等が全面的に禁止されています。そのため現在は、研究目的に製造した
り、使われる程度です。
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しかし使用をやめても、石綿を含む建材を使用した建物は、なくなったりしません。
まだかなり存在しています。依然として、その建物に住み、働いているのです。
試算では、今後解体等の対象となるビルやマンションは、約２２０万棟あるといわれています。
ビルなどだけでなく、一戸建て住宅や倉庫を含めると、その数は数千万棟です。

誤解がないようにすると、石綿含有建材を使用した建物で生活や仕事をしても、心配はあるでしょうが、健康被害が出る可能性は低
いです。問題は、老朽化した建物を解体や改修などを行うとき、解体作業を行う人が石綿にさらされることです。
解体によって大気に飛散させると、周辺の住民にも吸い込むリスクが出てきます。
石綿を飛散させないためには、建物の解体や改修の前に、除去しなければなりません。
どの建材に石綿が含まれているのか、また石綿が含まれていないのかを判断するには、専門的な知識が必要です。

この専門的知識をもって、調査に当たるのが、建築物石綿含有建材調査者なのです。
建築物石綿建材調査者の責任は重大です。
なぜなら、石綿含有について判定を誤ると、大きな損害につながるからです。
石綿が入っているのに、石綿なしと判定した場合、作業者や周辺住民が石綿を吸入し、健康被害をもたらします。
逆に、石綿が入っていないのに、石綿ありと判定した場合、解体等の施工業者は多大な処分費をかけることになります。
調査後は、調査者の名前入りで報告書を出します。そのため、判定の誤りは、調査者の責任になるのです。
石綿調査は、大きく２つの段階があります。

１
２

書面調査
現地調査

書面調査では、建物の図面などを読み解き、石綿が含有する建材を見つけます。
年代、石綿がよく使用される場所、使用されている建材名などから石綿含有を可能性を見つけます。
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現地調査では、書面調査の結果を踏まえて、全ての部屋、全ての建材を確認します。
部屋の中だけでなく、天井裏やエレベーターシャフト等も含みます。また壁紙や床を剥がしたりもします。
建物は改修を行っていることも多いので、書面にはない建材などもありますので、これも調べます。
石綿含有の判断が難しい場合は、一部資料を採取して、分析機関で分析もします。この時、調査者自身も石綿を吸い込むリ
スクがあることを忘れてはいけません。
調査者には、石綿に関する深い知識とともに、建物に関する専門知識、建材に関する知識などが必要となるのがわかるでしょ
う。
建築物石綿含有調査者講習では、これらについて学びます。
そして最後に試験を行い、合格したら、資格が得られます。
建築物石綿含有調査者の資格は３種類あります。

・一般
・特定

・一戸建て
一般は２日間の講習と試験です。解体・改修等を行う全ての建物の調査を行うことができます。
特定は一般を持っている人が対象となり、実地と口述試験などもあります。
一戸建ては１日間の講習と試験です。一戸建て住宅と共用住宅の居住空間のみ調査を行うことができます。
現在のところ、一般の特定の作業範囲に区別はありません。
今後法改正で、区別が出てくると思われます。
講習を行っているのは、次の団体です。今後は増えると思います。
・
（一社）日本環境衛生センター
・
（一社）環境科学対策センター
・中災防・安全衛生教育センター（大阪）※東京は今後実施予定です。
中災防は資格＋インストラクター講習です。そのため受講料は他の団体より少し割高になっています。
今現在、講習が募集されると、あっという間に満席になりますね。
私が環境科学対策センターで申し込んだ時、募集が始まって１時間も経たないうちに席が埋まっていました。
今後は、建災防や都道府県労働基準連合会などでも、実施される予定です。
講習の中身ついてはともかく、気になるのが試験についてではないでしょうか。
結論から言うと、結構難しいです。
しっかり勉強しなれば受からないということです。
受講した方からの情報ですと、環境科学対策センターは、２日間講習を受け、その翌日が試験でした。
講習から試験まで間がないのですが、その代わり予習を求められるとこ事。
講習中寝ていたら、受かりません。

技能講習のレベルで考えると痛い目にあいます。しっかり講習を聞いて、復習してください。
特に、建築に関する知識は苦手とされる方が多いようです。
防火、耐火の違いや建材の種類、図面の見方など、分析機関の方など、建築に関わっていない方には難しいです。
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例えば「矩形図」は何と読むでしょうか？
これが読めれば図面も大丈夫ですね。建築関係の方以外には難問ですね。（こたえ「かなばかりず」）
建築に関する知識は、調査に必要な知識です。苦手に立ち向かいましょう。
一方で、建築関係の方は、石綿の分析に頭を悩まされています。
Ｘ線回帰分析や偏光顕微鏡、電子顕微鏡など馴染みのない言葉も多数出てきます。
難しい試験を突破した先には、大きな市場があります。
石綿含有建材調査者資格はスタートしたばかりです。
※正確には国交省の石綿含有調査者資格が平成 25 年からスタートしてます。石綿含有調査者をお持ちの方は、法改正によ
り特定建築物石綿含有建材調査者とみなされます。
石綿含有物件に対して、調査者が全然足りていません。
試算では、２０～３０万人の調査者が必要とのことです。
調査者が少ないので、調査義務は令和５年１０月１日と、２年後です。
今はとにかく調査者を増やすことに力を注いでいる状況です。
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建設業の安全施工サイクルにも、新型コロナウイルスへ
の対策を盛り込もう

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、２回目の緊急事態宣言が
県内にも発令されています。
これに伴い、営業自粛や在宅ワークなどの対応がとられています。
しかし、在宅ワークなどが不可能な業種もあります。
例をあげると、工場での製造業や建設業などです。
これらは「現場」に行かなければ、仕事はできません。
工場や現場そのものを中止させているところもありますが、作業を継続させ
ているところも少なくありません。
中止する、継続する、いずれの場合もリスクがあります。
私は発注者への訪問、建設現場でのパトロールが多いです。
そのため今回は、現場を継続する場合についてのアイデアを書いてみます。
建設現場では、一日の仕事を安全施工サイクルに従っているところも少な
くありません。
（工期が短期や、小規模のところでは、やっていない現場も多いと思います
が。
）
安全施工サイクルは一日の作業で、
「この時間には、この安全衛生活動を行う
｣ と示したものです。
例えば、
「朝８時から、全員が集まって体操と朝礼を行う」というものです。
右のサイクルの図は、大体含まれる内容を描いています。もしかすると掲示板でよく見るものと違うかもしれません。
業者ごとに作業内容は異なりますが、打ち合わせや点検などの安全衛生活動は、時間を決めてやる。
これによって作業と安全衛生管理活動を一体化し、漏れや忘れなどを防ぐことを目的としています。
さて、この安全施工サイクルは、作業場の全員が行います。
中には、朝礼や事務所内の打ち合わせなど、三密を作り出してしまうものもあります。
新型コロナウイルスへの対策を考えると、各活動にも注意や対策も盛り込んだ方がよいのではないでしょうか。
実はこの話は、先日ある現場担当者から聞きました。
現場の詳細は伏せますが、大人数の方が作業されている場所です。
安全工程打ち合わせでは、集まるのが各社の職長・安全衛生責任者だけですが、一部屋に５０人以上が集まる状態だそうです。
当然、社会的距離２m を確保できません。
最も避けなければならない状態です。
そのため、今後は MS Team などの活用を検討されているようです。
このような状況は、全国を見渡すと発生しているか
もしれません。
感染防止のために、注意するポイントを書き込んで
見ました。

ポイントは、

・三密を避ける

・同僚間であっても、

接触を最小限とする

です。
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また、作業場には消毒液は備えて置きましょう。
手指にはアルコール消毒がよいのですが、器物にはキッチン用漂白剤などを薄めても使用できます。
それぞれの項目について、少し説明を加えます。
全ての項目で共通しているものとして、人と話す必要がある場合は、マスク着用が望ましいです。
マスクがない場合は、口元をハンカチやタオルで押さえて発言するのも、よいかもしれません。
ただものすごく声が籠もるので、聞き取りづらいかもしれませんが。

○朝礼・体操
作業開始時に、最初にやることです。
元請け、協力業者は請負次に関わらず、全員が集まります。
全員が一同に集まりますので、三密状態を作り出します。
そのため、集まるのは職長・安全衛生責任者だけにして、距離をとって整列してもらう。
職長・安全衛生責任者以外の作業者の方は、別の場所（後にミーティングを行う場所）に集まっておいてもらう。
このようにしてはいかがでしょう。
作業者同士でも、距離を取ることが必要です。
作業場の広さや立地などの条件によって、制約はあるので、工夫は必要です。
もし可能であれば、SNS などを活用し、朝礼で話す内容を職長など送付する。
そして朝礼を行わないというのも一つの選択肢として考えてはいかがでしょうか。

○ミーティング
業者ごとに分かれての作業前打ち合わせ。
職長・安全衛生責任者をリーダーとして、業者の全作業者が集まります。
（作業内容に応じて、後次の業者も含む）
数人であっても、三密状態を作るので、作業員同士の距離をとる。

○ＫＹ
ミーティングに続けて、業者ごとに行います。
ＫＹ内容を用紙に記入し、最後に全員で署名します。
用紙を全員で回す時、ボールペン使い回す際に、接触が発生します。
そのため、用紙は机などに置いたままとし、署名する人だけが近づく。
ボールペンを各人のものを使用し、使い回しはしない。
ＫＹの最後は、指差し呼称をしますが、この際もマスクやタオルなどで口元を覆う配慮もするとよいですね。
肩に手をおいて、タッチ・アンド・コールは止めた方がよいかもしれません。

○作業前点検
設備や機械、道具の点検です。
基本的には、個別に行います。
足場などの設備を複数の人が行っているのであれば、１人で行うようにするとよいのではないでしょうか。
重機や道具など手に触れるものは、消毒しておくとよいでしょう。
また重機などは一つの機械を複数の人が使うのではなく、機械ごとのオペレーターだけが使用するというルールも検討した
ほうがよいかもしれません。
これは電動工具やその他の道具も同じです。
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○作業中の指揮・監督、安全巡視

対面で話すことが必要となりますので、マスクなどを着用して行いましょう。

その時は、ハッキリと分り易いようにクドクド語らずに、理解できるように話しましょう。

○昼食時
レストランで一緒に食事を共にしていた人から感染という事例も報告されています。
そのため食事も、なるべく単独でとる、相席であっても対面に座らないほうがよいかもしれません。
食事をしながらの会話も控え、食べ終わったらマスクなどをしてから会話する配慮も必要でしょう。
また車の中で弁当を食べる、休憩室ではお互いに距離をとって食べるなども考えてみましょう。

○安全工程打ち合わせ
昼休憩明けに行わることが多いようです。
事務所に職長・安全衛生責任者が全員集まります。
三密状態となります。
集まる人数が少ない場合は、距離を開けて席をとるなどでもよいと思います。
また少ない人数であっても、なるべく広くスペースが使える部屋（休憩室）などを使うとよいですね。

しかし、１０社以上が事務所に集まるのは、考えものです。
その場合の対策として、

全員が集まるのではなく、関連する数社ごとなど、分散して行う。
屋外で行う。
ネット会議、SNS を使用する。
などが考えられます。
全員が一同に集まらない方法を検討しましょう。

○後片付け
設備や機械には、消毒しておくとよいでしょう。

○終了報告
職長・安全衛生責任者が、元請けに作業終了と退場の報告を行います。
この時、ＫＹなども提出します。

ＳＮＳなどを取り入れているのであれば、ＳＮＳでの報告にしてしまってもよいかもしれません。
提出物も直接手渡しをやめて、どこか場所を決めて提出してもらえればよいと思います。
建設現場での対応について、いくつか質問を受けてものですから、新型コロナウイルス対策を考えてみました。
すでに対応を検討し、実行されているところも多いと思います。
今回出した内容も、取り入れられる、取り入れられないなどもあるでしょう。
これを一つのアイデアとして、ご自身の現場ではどうするのかを考えてもらえればと思います。
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第8回

建設業の形だけにならない安全管理について⑧

～熱中症について～
はじめに
熱中症について
前回は「重機災害の防止」について述べたが、今回は「熱中症」につい
て述べる。
近年、地球温暖化の影響なのか記録的な猛暑が発生し、時には体温を
超える気温も多々見受けられ、建設作業員の熱中症による災害も増加傾
向にある。死に至ることもあり、非常に恐ろしい疾病であるため、日々熱中症災害の防止に努めなければならない。
そのためには熱中症のメカニズムを良く理解し、日々の予防管理を適切に行なうことが大切である。現場で働く作
業員にここまで詳しい安全教育は必要ないかもしれないが、現場の管理者として、この程度の知識は持っておくべ
きである。その熱中症について以下に述べる。

1. 熱中症とは（知識を持つこと）
熱中症とは、高温下で発汗や循環機能に異常をきたし、体温の調節がうまくできなくなることによって起こる様々な身体
の不調を総称した症状のことを言い、下記のような種類がある。
1) 熱虚脱・熱失神
高温多湿の中で、発汗による脱水と末梢血管の拡張によって血液の循環量が減少し、脳に血液を十分に送ることができず、
全身倦怠感、脱力感、めまい等を感じ、症状が進むと突然意識が消失したりする。体温は正常であることが多く、発汗が見
られ、脈拍が増加し、弱くなる等の症状がみられる。
2) 熱疲労
高温下で多量の発汗により水分・塩分の補給が追いつかず脱水症状になり、血液が濃くなり、心臓に負担がかかる等により
脱力感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き気、失神等の症状がみられる。心拍数や呼吸数は上昇し、血圧は下り、体温は平熱か
高くても 40℃は超えない。
3) 熱痙攣
高温下では水分と塩分が失われる。塩分の補給を行わずに水分だけを多量に摂取すると血液中の塩分が減少し、手、ふくら
はぎ、足、太もも等の筋肉に周期的な筋肉の収縮痙攣が生じ、筋肉が硬くなって緊張し、痛みを感じる。（夏のゴルフ場で
足がつってくるのも熱痙攣発症の合図かもしれません）
4) 熱射病
極度の高温下で脳に障害が生じ、体温調節機能が失われることにより発症する。体温が 40℃以上に上昇し、発汗は見られず
皮膚は乾燥し、おう吐や意識障害、意識喪失等がみられる。
全身臓器の血管が詰まって、脳、心臓、肺、肝臓、腎臓等、全身の臓器障害を合併することが多く、死亡率も高まる。

2. 熱中症予防対策（発症しないようにすること）
1) 作業員に対する教育
熱中症には前記のような種類があり、死に至る危険な病気である。
①食事や睡眠を規則正しく取る。
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②水分や塩分の補給をこまめに行う（塩分補給は忘れることが多い）。

③気分が悪くなったら（めまい、吐き気、頭痛等）我慢せず、すぐに職員や職長に申し出る。
我慢をして重症になったり、帰宅後に重症化することもある。（我慢強い人が発症しやすい）
④二日酔い、
徹夜明け、その他体調不良は熱中症になりやすいので（午前中に発症する場合はこのようなケースが多い）
その場合は作業開始前に必ず申し出る。仕事に迷惑をかけるからと遠慮してはいけない。
⑤周りに気分の悪そうな人がいたらすぐに職員・職長に申し出る。
教育にあたっては、たまにしか現場に来ない左官工や応援の作業員等についての教育が抜けないようにすること。
2) 健康状態の確認
管理者は朝礼時や現場巡視時に作業員に対して一声かけて健康状態の確認を行う。
3) 気象状況の把握
気象状況から気温や湿度等の確認を行い、猛暑時は各作業現場の作業環境（同じ現場でも特に温度が高くなる場所も
ある）及び作業状態も確認し、熱中症発生の恐れがあるかどうか判断し、恐れのある場合は、作業状態の変更等（作業
時間の短縮や休憩時間の延長など）、防止対策を徹底する。
4) 連絡体制の整備と救急訓練の実施
救急のための連絡体制を整備し、救急訓練も実施する。訓練については、最寄りの消防署とも訓練方法等を相談して
おく。また、救急の際の 119 番以外に連絡する直通電話があるかを聞いておく。直通電話の方が対応が早い場合がある。
5) 作業環境の整備
作業環境の整備
①日陰や休憩所の冷房等を設置し、適切に休憩が取れるよ
うにしておく。
②通気性や吸湿性の良い作業服や作業帽を用意する。（最近
は熱中症防止グッズが多くある）
③室内作業等は通気・換気を良くする。
④作業開始時間を早め、朝の涼しいうちに作業を開始する
等の作業状態を調整する。
6) 備品等の整備
①水分や塩分の補給のためのスポーツドリンク、塩飴、塩タブ、
生理食塩水（0.9%）、冷水機や身体を冷やすための氷、及び冷たいおしぼり、保冷材等を用意しておく。（冷蔵庫にスポー
ツドリンクを入れておいてもいつの間にか無くなる。非常用と大きく表示をしておく。）
②関係者が気象状況の把握ができるよう簡易型ＷＢＧＴ計を用意する。（値が 28 度を超えたら要注意。）
ＷＢＧＴ値とは → 暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さの指数で、乾球温度、湿球温度、黒球温度により算出
される。

3. 熱中症発症時の対応（発症しても重症にしないようにすること）
1) 一人にさせない、すぐに病院へ搬送
気分が悪くなった人を一人にして休憩させたりしてはいけない。症状が軽度に見
えても急に症状が悪化する場合がある。
しばらく様子を見ていたりせず、素人判断しないですぐに救急車を呼ぶか、病院
に搬送すること。
2) 救急車が来るまでの対応
涼しい処で安静にし、衣服を緩める。そしてスポーツドリンクを飲ませるとよいが、
熱痙攣の場合は、塩分の補給のため、みそ汁を飲ませたり、生理食塩水（0.9%）を飲ませてもよい。
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体温が 40℃を超えて皮膚が熱くて乾燥している場合は熱射病が疑われ一番危険な症状である。
氷で冷やす、水をかける、首やわきの下に冷たいおしぼりや保冷材を入れる、濡れタオルを体に当てる、うちわで扇ぐ等に
より体を冷やすことが大切。
近くに水や氷が無かった場合は、清涼飲料水でもよいから口に含んで全身に吹きかける。
清涼飲料水が冷たくなくても冷却効果がある。
また意識が無い人に飲料水を飲ませると気道に流れ込んでかえって危険な場合もある。
もし吐いたりした場合は、気道を詰まらせないよう横向きに静かに寝かせるようにすること。

4. その他の知識
1) 梅雨明けだけではない
熱中症は暑さにまだ慣れていない梅雨明けに急に暑くなった日に起こりやすいといわれている。涼しい中で休んだ
夏休み明けにも多く発症している。夏休み明けにも注意が必要。
2) 塩分を忘れがち
熱中症にならないように水だけを飲んでいると、血液の塩分濃度が下がり、水が飲めなくなって脱水症状になる。
これを自発的脱水と呼ぶ。塩分の摂取も忘れずに行う必要がある。塩分と共に糖分も摂取すると疲労の予防にもなる。
3) 持病のある人は注意
高血圧症の人は塩分の、糖尿病の人はスポーツドリンク（糖分）の摂取し過ぎに注意が必要。
4) 熱中症になりやすい人
①

体の大きい人
肥満、筋肉質にかかわらず体が大きいと負担も大きくなる。

②

我慢強い人
我慢強い人は「もうちょっとで一服の時間だから」「もうちょっとで終わりだから」と我慢しがち。そのた
め昼前とか一服時間、作業終了の直前に発症することが多い。

③

体調不良の人
二日酔い、寝不足、疲労、風邪、下痢等の体調不良だと体温調節機能も低下する。

④

過去に熱中症を経験している人
脱水症状になりやすい体質の可能性がある。

⑤

女性より男性
男性は女性の 1.6 倍の発生数がある。

5) 高温の天気予報に注意
35℃を超える天気予報が出たら注意が必要。特に体温を超える予報がでた場合は作業の変更等も視野に入れる必要
がある。
6) 屋内にも注意
高湿度下の屋内で作業を行った場合、汗をかいても蒸発せず体内に熱がこもり、熱中症になる可能性がある。屋内
では換気を良くする必要があり、可能ならば冷房装置を設置する。

5. まとめ
何度も記しますが、熱中症は、死に至る恐ろしい災害です。
作業員は具合が悪くなったらすぐに上司に申し出ること。
管理者は、気分の悪くなった人の申し出があったら軽度でもすぐに病院に連れて
行くこと。一人にして様子を見ていてはいけない。
この２つを徹底し、熱中症災害を防いでいただきたい。
14

足場の摩訶不思議

シリーズ③

// 足場に関するあなたの疑問を解決します //

足場の歴史 1 ( 丸太足場から鋼製足場の時代へ )

丸太に代わって鋼製足場はいつごろから使われ始めたのですか

足場の歴史は古く、エジプトのピラミッドや中国の万里の長城にも足場が

使用されたといわれています。 足場の原型は、泥のレンガや砂礫を積み上げた
だけの簡単なものから木材や竹を加工した現代の足場につながるものまで様々
でした。
日本では、木材が身近なところで容易に入手できたことから、建築材料とし
て重宝されただけでなく、古来、丸太足場や木製脚立として広く使用されてき
ました。
江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎の作品「富嶽百景 ( 三編 ) 足代の不二」には、
こてを手にした左官職人が丸太足場の上で地上の作業者から漆喰を受け取る様
子が躍動感あふれる構図で描かれています。 また、羽柴秀吉の姫路城築城の様
子を再現した歌川貞秀の「真柴久吉公播州城郭築之図」は、城という当時の「高
層」建築物にも丸太足場が不可欠だったことを物語っています。
軽くて加工しやすく比較的丈夫で、構造材としても強靭な木材は、自然界に
存在するもののなかで申し分のない建築・仮設資材でした。
ところで、1900 年代の初め、欧米では鋼製の足場が登場し、次第に木材に取っ
て代わるようになります。 丸太は、鋼材のように材質が一定ではなく、しかも
使用による強度の低下が大きいため、強度の計算に不向きで安心して使えなかっ
たのです。
遅れること半世紀、日本でも鋼製足場の時代が幕開けします。
仮設工業会のホームページによると、1950 年代に入ると、森林資源保護の観
点から林野庁が木材資源利用合理化推進運動を唱えるようになります。 とくに
木材の消耗が甚だしい仮設設備がやり玉に上がります。 そこで 1953 年春に大
手建設会社の技術者の集まりで鋼管足場の研究会が発足し、その後、単管足場
の緊結部に用いるクランプが開発されます。 そして 1954 年、東京大手町の東
京産業会館の建築工事に日本で初めて、単管足場が用いられます。 当初の単管
足場は、丸太を鋼管に、丸太を結束する番線をクランプに変えた形式のもので
した。
そのころ、アメリカでは、デイビット・イー・ビティ氏が考案した鋼製足場、
いわゆるビティ足場が広く普及していました。 鳥居型の建枠を縦方向に積み重
ねるとともに横方向を交差筋かい ( ブレース )、鋼製布板につなぐ足場で、高い
強度が評価され、アメリカ国内だけでなくヨーロッパにも技術輸出されます。
この足場が 1952 年に輸入されます。 その技術を基に翌年 5 月、日本人の体
格に合った国産の足場が開発されます (1955 年にはアメリカのビティスキャ
ホード社と技術提携した日本ビティ ( 株 ) が設立 )。 それが、今日、中高層の建
築工事に広く用いられているわく組足場の原型になります。 わく組足場のこと
をビティ足場とよぶのは、こうした経緯によるものです。
こうして、1950 年代、鋼製足場は黎明期を迎えます。 以降、わく組足場は、
建設現場で標準的な足場となり、次第に丸太足場を駆逐するようになります。
しかし、こうした足場は低層住宅建築工事の現場では、奔流なることはあり
ませんでした。 狭あいな敷地、深い庇などに特徴づけられる日本の住宅建築現
場では、こうした足場は使いづらく、丸太足場のフレキシビリティ ( 柔軟性 ) や
手軽さに取って代わることができなかったのです。
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旧門脇小学校震災遺構整備工事現場にて安全パトロールを行った。
現場は竣工に向けての大詰め、内部展示製作会社（別発注）との混合区域での作業が目立つ。
資器材を混在しない様管理しなければならない。しかし、当現場の仮設電気分電盤に展示製作業者が電動工具の充電を行っていた。
充電バッテリー及び充電器には所有者標示もなく、当然持込機械のシールもない。近くには作業員は居ない。
このような状況の時、勝手に分電盤からコンセントを外して良いのか迷う。
最近ではスマートバッテリーを充電している事も見かけるが、現場の分電盤で充電するのではなく、休憩所で充電すべきではないか？
屋外コンセントに接続中、降雨があったら充電器から漏電ともなりかねない。
近年多くなっているリチウムイオンバッテリーからの発火があるので充電物には気を付けれ頂きたい。
また、この工事では実施設計が中途半端であり、コロコロと設計が変わるとんでもない事が起こっている現場であった。
展示櫓「鋼製丸柱 + デッキスラブ」単純な空中廊下であるが、なんと人が歩くだけで揺れる。それこそ震度２クラス。
設計者は問題ないと誇示。この問題は施工図を提出した段階から阿部所長は指摘していたようだ。
発注者監督員も実際に出来上がってから確認したところ揺れの酷さに驚いたそうだ。現在構造再検討中となり工期が延長される。
上写真を見てもわかる通り構造体の柱が異様に細く、振れ止め等は一切ない構造。
設計者は景観に照準を充て、利用者の安全をおろそかにしているように感じる。
この現場ではすべての鋼材が細い・薄い。
震災後、石巻地方では新たな箱モノが竣工したが、なぜが意匠に重点多く建物が目立つ。
石巻商工会議所もその通りだ。利用者が使いやすい建物ではなく、建築系のコンテストに出品するための芸術作品となっているケー
スが見受けられる。
このような工事を担当する現場代理人は非常に苦慮していると思われる。
安全確保を考え施工計画を練る。そして事前に職長会等を通じて作業員へ施工段取り及び施工方法を伝達するが、この芸術建築家に
かかると、作業を行う前日の晩にメールで変更指示を一方的に送ってきたりする。
契約書表題には「発注者と受注者は対等な立場の合意に基づいて信義に従って誠実に履行する」と記載されている。
約款第１８条（石巻市）
（条件変更等）
受注者は，工事の施工に当たり，次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは，その旨を直ちに監督職員に通知し，その確
認を請求しなければならない。
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(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。（これらの優先順位が定められている場合を除く。
）
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致
しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。受注者は，工事の施工に当たり，
次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは，その旨を直ちに監督職員に通知し，その確認を請求しなければならない。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。（これらの優先順位が定められている場合を除く。
）
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致
しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
上記契約書の通り、設計変更は発注者との協議の上でしか成立しない。

工事監理者の定義
建築基準法 2 条 11 項に次のように定められています。
「工事監理者

建築士法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。」（出典：電子政府の総合窓口

建築基準法）

続いて、建築士法２条８項には次のように定められています。
「この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいな
いかを確認することをいう。
」
（出典：電子政府の総合窓口建築士法）
上記を要約しますと、“ 工事監理者とは、工事を設計図書と照合時、それが設計図書の通りに実施されているかいないかを確認する者 ”
という事になります。

工事監理者の仕事：変更事項の対応
設計図の通りに、工事が進み竣工すれば問題はないのですが、そのようにいく現場はほとんど聞いた事がありません。ほとんどが、
微々たる変更も含めた設計図を見直した形で施工していくことがほとんどです。その為の、施工計画書であったり、施工図であるの
ですが、当然変更をしていくことは、少なからず工事費の面や工期の面で調整等が必要になってくる場合があります。工事監理者は、
施工者からの変更要望等に対して、施主との調整や工期等の調整等も含めた調整も業務一貫として行います。
設計構造上問題があった扉柱を変更した状況を説明する阿部建築部長
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【質問】施工管理者の皆さん、工事用道路ってどうやって計画していますか？

使い物にならない？工事用道路の設計
工事現場のパトロールをしていると、時々出会う項目がある。それは、「工事用道路」だ。
設計で盛り込まれてる工事用道路って、現場で使い物になるのかどうかわからない代物が多いのだが、業務としてやる以
上、中途半端なことはしたくないし、できることなら現場で使える計画にしてもらいたいと思っている。
しかし、なかなか現場で使える計画になってないのが実情だ。
設計コンサルは、根拠として「道路土工要綱」や「土木工事仮設計画ガイドブック」、あるいは工事での事例を参考にし
て計画する。
工事用車両を想定し、例えば 10t ダンプの場合、「土木工事仮設計画ガイドブック」をもとに最急縦断勾配を 15％とし、「道
路土工要綱」から幅員を 1 車線として 4.0m・・・という流れで、いろいろと諸元を決めていく。

どんな形状で、どこを通すのか問題
ここで問題となるのが、
「どんな形状で、どこを通して」だ。
現場の状況に応じて工事用道路は変わっていくし、工事の邪魔にならないように、かつ効率よく車両の通行ができるように
しなくてはならず、また、現場でできるだけ簡単に造れるものでなくてはならない。
以前、ある検討業務で施工計画検討を行うことになり、工事用道路がポイントの 1 つとなった。どこを通すか、どの段階で
どう造り変えるのか、なども検討する必要があった。
ステップ図を作りながら、工事用道路をあーでもないこーでもないと考えていくのだが、これがなかなかうまくいかない。
「これでイケる！」と思っていたものが、社内でチェックしてもらうと「ここ、この作業と輻輳するよ」とか「この段階になっ
たらどうするの？」とか、まあいろいろと指摘をもらう（笑）。
それらを全てクリアし、
「今度こそイケる！」となって発注者に相談に行くと、「これ、使えなくない！？」となることが多
い・・・。そこでまた凹むのだが、「仕方ない。もう一度考え直しだ」と、この繰り返しだった。

施工管理者の皆さん、教えてください！
建設コンサルタントが作成した設計図書は使い物にならない、というのはところどころで聞く話である。施工計画もしかり、
工事用道路なんてその最たる例かもしれない。
例えば、ある業務で設計した工事用道路が、いざ現場に行ってみると全然違う形になっていた、というのは時々目にするこ
とだ。と、ここで現場で働いておられる施工管理技術者の方々にお聞きしたい。

「現場では、工事用道路ってどうやって計画していますか？」

もちろん現場ごとで様々な条件があるし、全く同一条件の現場はないので、工事用道路もそれぞれだろう。現場が 100 あれば、
工事用道路も 100 通りあると思う。
中でも大事なのは、
「現場でできるだけシンプルに造れるか」だろう。いくら「これはいい計画だ！」と評価されても、現
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場で造れないのでは意味がない。
また、場合によっては、現場状況に応じて造り変えたり、撤去することもあり得る。本来は、そういったことまで頭に入れ
ながら計画をしていなかなければならない。
しかし、建設コンサルタントはどうしても現場経験が少ないため、なかなかイメージができないのだ。それは仕方のないこ
とだと思う。だが、それは言い訳でしかなく、できるだけ現場が苦労しないように、工事がスムーズに進むように、という
ことを少しでも考えながらやらなければならないし、そうありたいと思っている。
でも、なかなかうまくいかないのだ・・・。なので、ぜひ現場の技術者の皆さんにお聞きしたい！

工事用道路の撤去方法を考えていない設計が多すぎる問題

※写真はイメージです

非常に苦戦した河川工事での体験談
私は今、河川の災害復旧工事の真っ只中だ。梅雨の時期も近づいてきて、
河川工事は特に気を使う時期に突入している。そんな中、現場では工事用
道路の作成が設計に入っていた。
この現場は、河川のブロックが崩壊したため、崩壊部分のコンクリート
殻の撤去、新たにコンクリートブロックの設置が主な工事内容だ。場所は
国道に隣接しており、重機が侵入するには仮設の工事用道路を作成するし
か方法はなかった。
しかし、工事施工箇所は道路から直高約 10m はあり、最終的な工事用道
路の撤去方法が問題視された。発注者に相談したところ、「その際は施工に
かかる費用は出すので、工期もあまりないため、とにかく施工に取り掛かって欲しい」と言われたので施工を開始することにした。

工事用道路の残土撤去方法が浮かばず難航
施工自体は計画通りに終了し、問題の工事用道路の残土撤去がやってきた。
0.7m3 の重機でとにかく積み込み可能な範囲まで残土を搬出し、河床整備を行い、いよいよ重機のアームが届かなくなってきたため、
施工をストップした。私なりにかなり模索した、その後の対処方法はこうだ。
まず河床にミニバックホウを降ろし、バッカンを使用して残土を積み込み、最終的にレッカーで上げる方法だが、河床は岩だらけ、
周りに重機が置けるスペースもなく、ミニバックホウでは走行すらままならない状況だった。
次に、近くの地形的に重機が上がるようなスペースがないかを調査した。重機が上がれる場所があれば、重機を 2 台にして作業をす
ることで、河床の整備と残土搬出を同時にできると思ったのだが、周りには残念ながら重機が上がれそうな場所は存在しなかった。
私の経験不足だと思われるかもしれないが、可能な限り施工方法は調べ尽くした結果がこれだった。これ以上、従来の重機で施工を
することに限界を感じた私は、発注者にある提案をすることにした。
「ロングアームの重機を使用したい」
かなり直高のある場所を施工する場合、ロングアームが非常に便利である。初めからその方法をとれば良いと思うかもしれないが、
このロングタイプのアーム重機は非常に高額なのだ。
橋脚など予算がわりとつく現場では採用されるのだが、災害復旧現場となると、発注者が簡単には首を縦に振らないため聞くのを躊
躇していた。だが、現場がストップしては元も子もないので、発注者にロングアームでの施工を提案することにした。
発注者から返ってきた信じがたい答え

発注者に提案をしたところ、答えはこうだった。 「ロングアームの採用は却下だ」

施工前の話と違う。工事用道路の撤去で、最終的に施工が困難になることは工事の計画段階からわかっていたことだ。
それを事前に確認して、
施工にかかる必要な費用は支払うという条件で施工を開始したにも関わらず、あっさりと No という答えが返っ
てきた。
そこで、実際に発注者を現場に呼び出し、現場の状況を見せた後に、ロングアームを使用せずに施工する方法を教えてくれと尋ねた。
発注者が首をかしげたまま出した答えは、結局ミニバックホウで最低限の施工で良いという答えだった。
私たちもその通りに施工したのだが、結局大半の残土が河川の中に残ってしまう形となり、見栄えも良いものではなかった。近隣の
方からは、もう少し綺麗に施工してくれと言われ、非常に胸が痛かった。何よりも私は、発注者のいい加減な返事に呆れてしまった。
工事を早く着工しなければ責任を問われるため、その場しのぎの言葉で施工を始めさせては、いざ工事が始まれば施工方法は丸投げ、
さらには予算は出せません、こんなふざけたことがあるだろうか…。
現場では何が起こるか分からない。当初設計では見えていなかったとしても、現場では不測の事態が頻繁に起きるものだ。もっと現
実的な施工ができるように、発注者ももう少し現場に寄り添って考えるべきではないだろうか。
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中掘り杭が先端根固め完了直後に沈下
工事の概要とトラブルの内容
排水機場の基礎として、中掘り先端根固め工法によりＰＨＣ杭を施工した。ＰＨＣ杭の仕様は、杭径φ 800mm・杭長 18
ｍ・掘削長 22ⅿで、杭の構成は、下杭（A 種）12 ｍ、上杭（C 種）6 ｍであった（図 -1）。施工地盤は、GL-6.0 ｍまではＮ
値 0 ～ 2 のシルト層、GL-10.5 ｍまではＮ値 8 ～ 12 のシルト質砂層、GL-17.5 ｍまではＮ値 2 ～ 3 のシルト層、GL-20.5 ｍ
まではＮ値 10 ～ 12 の粘土層、それ以深はＮ≧ 50 の支持層（砂層）となっていた。地下水位は GL-3.5m であった（図 -1）。
基礎杭の打設機械は、全装備重量 110 ｔの三点式杭打機であった。
基礎全体の３本目の杭において、杭の沈設完了後、根固め部のセメンﾄミルクの噴出撹拌を終了し、アースオーガの引き上
げを開始したところ、杭頭部に設置したヤットコが沈下しはじめ、収まるまでに 30cm の沈下 ( 杭体の 30cm の沈下 ) が確
認された。
図 -1 PHC 杭の概要及び土質柱状図
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原因と対処方法
根固め築造後の杭体の沈下の原因として、以下が想定された。
①当現場は、支持層直上に中位～硬い粘性土が介在しており、その粘性土のスパイラルオーガへの付着が顕著であったため、
引き上げ時の吸引現象により杭先端部のソイルセメントが吸い上げられ、それに伴い杭体が沈下した（図 -2）。
②アースオーガの引き上げ速度が速すぎたため、杭先端部の負圧が大きくなり、杭体の沈下を助長した。
当該杭については、根固め用セメントミルクの噴出撹拌完了から時間
経過が短かったため、杭体を少し引き上げ、再度セメントミルクを噴
出して念入りに根固めの築造を行った。その後、杭の高さを確認しな
がら、アースオーガをゆっくり引き上げたところ、杭の沈下を起こす
ことなく杭の施工が完了した。
そして、4 本目以降の杭の施工に際しては、以下の対策を実施した。
①根固め開始前の中掘り掘削での注水量を増量し、スパイラルオーガへ
の粘性土の付着を抑制するとともに、杭下端部でのボイリングを防止
した。
②根固め用セメントミルク注入後のスパイラルオーガの引き上げ速度を 2
ｍ / 分程度に下げた。
③根固め液注入後は、根固め部の上端以浅から注水を開始し、注水中は
根固め部に掘削撹拌ビットを下げないように管理する ( 根固め部の品質
低下を防止するため ) とともに、掘削撹拌ビットが杭の中間付近まで引
き上げられるまで注水を継続することとした。
以上の対策を講じることで、杭の沈下を防止でき、無事杭打ち工事が完
了した。

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
本事例では、1 本目の試験杭では問題が発生しなかったが、
３本目の杭で根固め完了直後に杭体の沈下トラブルが発生し
た。試験施工時は慎重な施工を行っていたため問題とならな
かった事項が、効率を優先して慎重な施工を怠ったことも原
因となって発生したものである。事前の土質柱状図を十分に
確認し、余裕をもった施工計画を立てておくべきであった。
支持層手前に粘性の高い粘性土が存在する場合は、スパイラ
ルオーガに粘性土が付着して、杭先端部付近でオーガを引き
上げた場合に負圧が発生し、吸引現象の発生によるボイリン
グを引き起こし、支持力の低下につながることもあるので、
適切な施工計画の立案とそれに基づく慎重な施工が必要であ
る。
なお、現在の大半の施工機械には、杭沈設補助装置１）が装
備されており、スパイラルオーガ引き上げ時に杭体を保持し
ておく等、これを適切に使うことで杭の過沈下防止に役立て
ることも考えられる（図 -3）。
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コンクリートの受入れについて
「現場の失敗と対策」
（コンクリート）では過去にコールドジョイント、豆板（ジャンカ）、クラッ
クなどコンクリートの打込み、養生といった施工管理上の留意点について述べている。ここ
ではコンクリートという材料を、施工管理上どのように扱っているかを紹介する。

■生コンプラントの選定
私の知る限りでは、生コンの製造プラントは現場単位で選定することはなく、石巻地
区生コンクリート組合に所属しているプラントから、現場に近接なところを組合が選
定する仕組みになっている。
上水道の配水池を築造する工事で、コンクリートの配合は 27-12-25BB（呼び強度
27N/mm2、スランプ 12cm、粗骨材最大寸法 25mm、高炉セメント B 種）である。商
社から生コンプラントとしてＡ、Ｂの２ヶ所が指定された。どちらも時間当たり 100
ｍ 3 の製造能力を有している。それぞれのプラントで試験練りを行い、それぞれのプ
ラントで用いられている配合で、所定の品質が得られることを確認した。現場までの
日中の運搬時間は、プラントＡでは 30 分、プラントＢでは 50 分である。現場として
は運搬時間の短いプラントＡだけを選んで納入していた。
盆前に、270 ｍ 3 の打込みを予定したが、希望した日はプラントＡに大口の予定が入っ
ていたため日程を変えられないかと頼まれた。しかし、その日に打ち込まないと工程
上都合が悪かったので、初めてプラント B から受け入れることにした。

■受入れ検査
コンクリートの打込み開始時刻は７時である。1 台目の生コン車はモルタル 0.5 ｍ 3 だ
けを運搬している。ポンプ車のホッパ内に降ろしたモルタルは、先送りモルタルとし
て圧送し、筒先から地上に置いたペール缶に取り出して廃棄する。
一方、2 台目の生コン車から生コンをネコに取り、現場受入れ試験として、①スランプ、
②空気量、③温度、④塩化物含有量、⑤強度、⑥単位水量を測定する。ご存じのよう
に⑤強度は、その場で測定できるわけではなく、7 日強度および 28 日強度を測定する
ための供試体を 6 本作製することである。⑥単位水量は現場における生コン車のドラ
ム内への加水が社会問題となったため、平成 21 年の国土交通省の通達 1）により、１
日のコンクリートが 100 ｍ 3 を超える打込みの場合、単位水量の測定が義務付けられ
た。ちなみに当現場では単位水量は土研法と呼ばれるエアメータ法で行っている。こ
れらの受入れ検査は手際よく行っても 20 分近くかかる。
この間、ポンプ車はブームを上げ、打込み箇所の鉄筋間隔を広げた個所からホースを
降ろし、コンクリートを打ち込める状態にした。①～⑤の試験が終わり、試験体を並
べ、工事写真を撮り始めたところ、打ち込んで良いと合図したわけではないのに、コー
ンコーンと２回、ポンプ車のピストンが動いた。
慌てた発注者の監督員から「検査が終わっていないのに、コンクリートを打ち込むこ
とは許されない。すぐ止めるように。
」と指示され、すぐに停止させた。まだ⑥の検査
が終わっていないのである。コンクリート標準示方書 2）によれば、「検査の結果、所
定の品質を確保できないと判断されたコンクリートは、これを用いてはならない。」と
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書かれている。生コンの受入れ検査は施工者の責任において実施するものであり、発注者はその結果を確認することになっ
ているが、今回は初回の受入れ検査時の「立会検査願い」を提出していたため、立会っていた監督員の判断を受け入れた。
特記仕様書により、生コンの受入れ検査は 150 ｍ 3 に１回行ない、⑥の単位水量の測定は午前１回、午後１回の合計２回行う。

■スランプロス
プラントで練り混ぜられたコンクリートは生コン車で現場まで運搬される間、輸送時間や気温によってスランプロスが起き
る。特に夏季のスランプロスは大きい。コンクリート中の水分の蒸発や、セメントの水和反応が進行することが原因である。
スランプが小さくなるとコンクリートの流動性が低下し、豆板（ジャンカ）の発生や、コールドジョイントの要因になりか
ねない。目視により、適切なワーカビリティーが得られないと判断した場合、生コン車に加水するのではなく、製造プラン
トに連絡し、スランプロスを配慮した配合で出荷してもらうと良い。

■伝票のチェック
生コンの受入れにあたり、伝票のチェックも重要である。注文通りの生コンが届けられているか、練り混ぜてから打ち終わ
るまでの時間が適正かチェックする。コンクリート標準示方書 2）によれば、外気温が 25℃を超えるとき 1.5 時間以内を標
準としている。
当日の朝の気温は 22℃であり、天気は晴れ、ポンプ車 1 台で打ち込んだ。朝 7：00 から打込みを開始したが、プラント B
の都合で午前中は生コン車が６台しか配車できず、午前中に打ち込む予定の数量は 110 ｍ 3 である。午後から他の現場に回っ
ていた生コン車を増やして、17 時前には打込みを完了する予定だった。
ところがお昼を過ぎると気温が 30℃を超え、その上交通渋滞が発生し生コンの到着が予定より 20 分遅れてしまった。この
待ち時間によりポンプ車の配管が閉塞し、打込みが中断した。順番に配管の継手を外し、詰まり箇所を見つけ復旧するまで
さらに 20 分を要した。
コンクリート打込みに立ち会っていた発注者の監督員から、練混ぜから 1.5 時間を超えているので、生コン車を返すように
指示された。荷卸し時のコンクリートを観ると、シュートを流れる状況が良好なワーカビリティーを有するとは言えず、迷っ
ていると次の生コン車が 1.5 時間を超えてしまうので、荷卸しの途中であるが持ち帰らすことにした。 まだ 3 ｍ 3 は残って
いたので約 5 万円の損失である。なんやかんやあった一日であったが、17 時 15 分に打込みを無事に終了できた。

■ＩＴの活用
スマホの普及により、コンクリートの打込み現場と生コン製造プラントとの連絡が容易になった。以前なら生コン車の無線
や電話のあるところまで行って「生コン車はまだか。」「あと〇ｍ 3、合計△△ｍ 3。」といったやり取りをしていたが、打込
み箇所から瞬時に行えるようになった。
スマホのアプリの中には地図上に生コン車の位置情報が明示され、練混ぜ開始時間や現場到着時間、打込み完了時間を入力
することで効率よく生コン車の配車に反映させることができるものもある。また、スランプ値や空気量などの受入れ検査の
データを入力することでプラントでは製造管理の参考にできる。

■アドバイス
・受入れ検査の時間を短縮するためには②空気量の試験を実施後、単独で空気量の写真を撮り、①および③～⑤の撮影をし
ている間に生コンが入ったままのエアメータの質量を測定し、⑥単位水量を計算すると良い。エアメータを２台用意してお
いて②と⑥の試験を別々に行なう方法もある。
・暑中コンクリートとして、混和剤に高性能 AE 減水剤を使用すると減水効果だけでなく、優れたスランプ保持性能を発揮で
きる。
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Ｑ＆Ａ

移動式クレーンの搭乗設備について

【質問】

移動式クレーンで人が乗った籠を吊り上げて作業することは可能でしょうか？

【回答】
クレーン等安全規則第 72 条により、労働者をつり上げることはできません。
事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させては ならない。
ただし、クレーン等安全規則第

73 条によりやむを得ない場合は専用の搭乗設備を設けれ

ば吊り上げてもよいことになっています。
事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレー
ンにつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せ ることができる。
２ 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行なわ なければならない。
一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
二 労働者に安全帯等を使用させること。
三 とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該 移動式クレーンの定
格荷重をこえないこと。
四 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
３ 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
それでは実際に「どのような場合に」「どのような設備で」「どのように作業をしたらよいのか」は昭和 46 年 9 月 7 日の
基発第 621 号に具体的に示されているので参考にしてください。
1

第 1 項の「作業の性質上やむを得ない場合」とは、次に掲げるような場合をいうこと。
イ

マスト上の電球の取り替えまたは壁面の部分的な塗装、補修、点検のように臨時に小規模かつ短期間の作業を行う
場合

ロ

鋼線修理におけるとも部分の外板の塗装又は補修作業、超高煙突またはたて坑の建設における昇降のように代替の
方法が確立されていない作業を行う場合

2

第 1 項の「安全な作業の遂行上必要な場合」とは、たとえばコンテナ荷役のためのスプレッダ（つり具）に搭乗する場
合のよう

3

にクレーンを利用することによって、より安全な作業の遂行が期待できる場合をいうものであること。

第 1 項の「専用の搭乗設備」とは、労働者を搭乗させて運搬、又は作業させるための専用の搬器または作業床をいい、
クレーンのジブの先端にヒンジの状態で取り付けられるものおよびワイヤーロープ等により吊り下げられるものである
こと。

4

ワイヤーロープ等により吊り下げて足場として使用する「専用の搭乗設備」は労働安全規則のつり足場に関する規定（第
109 条の 6 第 8 号〔現行＝第 574 条 1 項 8 号〕の規定を除く。）によるものであること。

5

労働者の運搬のみに使用される「専用の搭乗設備」は、次の基準に適合するものとすること。
イ

構造及び材料に応じた最大積載荷重が定められ、かつ、それが表示されていること。

ロ

つり鋼索またはつり鋼線の安全係数は 10 以上、つり鎖またはつり鋼帯および支点となる部分の安全係数は 5 以上で
あること。

ハ

高さ 90 ｃｍ以上のてすり、中さんおよびはば木がそれぞれ全周にわたって設けられていること。

ニ

使用する材料は構造上の強度に影響を与えるような損傷、変形または腐食などがないものとすること。

6

第 2 項の「転倒及び脱落を防止する措置」とは、偏心荷重等による搭乗設備の傾き防止およびつり具へのはずれ止めの
取り

7

付け等をいうこと。

第 2 項第 2 号の命綱〔現行＝安全帯その他の命綱〕は、常に墜落防止に有効であるように着用させ、その状況を点検さ
せること。

8
24

第 2 項第 3 号の規定は、つり荷の自重で下降させる作動方法（自由下降の方法）を禁止したものであること。

9 「動力下降の方法」には、下降を停止した場合に自動的に制動されないものは含まれないこと。
10

クレーンに労働者を搭乗させる場合は、吊り上げ荷重が５トン未満のクレーンの場合であってもクレーン運転士に運転
を行わせるように指導すること。

以上の通り、原則ダメ、ただしやむを得ない場合やより安全な場合に限り、安全な専用の搭乗設備を用いればＯＫですよと
いうことです。不安な場合は最寄の監督署に相談すれば丁寧にアドバイスしてもらえると思います。ご安全に！
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シリーズ【建設用語大辞典】

第 10 回 「建築一式工事業とは ? 」

そもそも建築一式工事って？
内容
原則として元請業者の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。複数の下請業者によって施工
される大規模かつ複雑な工事。
建築確認をともなう新築工事や大規模な増改築工事を請け負う場合には建築一式工事の許可が必要です。
一棟の住宅を建設する場合などは建築一式工事となります。
建築一式工事の中には大抵、大工工事や屋根工事、内装工事、管工事、電気工事などの専門工事が含まれています。
建築一式工事の許可は、これらの専門工事の下請け業者を束ね、元請として工事を請け負う場合に必要な許可となります。
建築一式の許可を持っていいても、大工工事などの専門工事のみを単体で請け負う場合には、その専門工事の許可が必要
となります。
例示
建築確認をともなう建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事などを一式として請け負うもの
※建築系の工事なら全て当てはまるわけではありません。
※大規模な修繕工事であったとしても、建築確認が必要となるような工事でなければ、建築一式工事とはなりません。

一式工事と専門工事の違いを優しく解説！必見です
建設工事の種類は
２つの一式工事（土木一式工事と建築一式工事）
２７の専門工事（大工工事、左官工事、屋根工事など）
の２つに分かれ、請け負う建設工事の「業種に対応する許可」を取る必用があります。
・・・しかし、問題なのは一式工事と専門工事の区別がつけにくいということです。
いったいどの業種の建設業許可を取れば良いの？
そんな疑問を解消するために、一式工事と専門工事の違いについてわかりやすくご説明いたします。

土木一式工事・建築一式工事は「元請け」さんが必要な建設業許可
「一式工事」は、基本的に元請け業者が必用がおこなう建設工事と考えていただくとわかりやすいかと思います。
建設業で、土木一式工事・建築一式工事とは「大規模、かつ施工内容が複雑な工事を総合的な企画・指導・判断・調整のも
とに行うものである」と定められています。
簡単に言うと、
「工事の規模などから見て一つの専門工事として施工することが難しい工事」は一式工事に該当します。
したがって、下請け業者様の場合、合法的な一括下請けの場合を除き、土木一式、建築一式工事にあたる場合はほぼない
と考えてください。
具体的に言うと、一式工事は
１. 元請業者の立場で総合的に工事をマネージメントする事業者様向けの建設業許可
２. 大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事＝小規模な工事は含まない
３. 複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事＝附帯工事は含まない
となります（ただし例外もあります）
。
※上記１～３の工事を行う場合で、工事一件の請負代金が消費税込みで１, ５００万円以上の場合は、建設業許可が必要となります。
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専門工事とは一式工事以外の工事のこと
「専門工事」は、下請業者が行う建設工事と考えていただくとわかりやすいかと思います。
言い換えると、上でご説明した建築一式工事・土木一式工事以外の工事が専門
工事となります。
専 門 工 事 は ２ ７ 業 種 に 分 類 さ れ、 工 事 一 件 の 請 負 代 金 が 消 費 税 込 み で
５００万円を越える場合は業種に応じた建設業許可が必要となります。
一式工事を請け負った場合でも屋根工事、内装工事、電気工事などを単独で
請け負い、かつ、請負代金が５００万円以上の場合は業種に応じた建設業許可
が必要となるので気をつけてください。

以下で一式工事に該当するケース、専門工事に該当するケースを具体例を交えながら見ていきましょう。

一式工事に該当しないケース
個別の専門工事として施工ができる場合
工事の規模、複雑さから見て「一つの専門工事として施工することが難しい工事」は一式工事に該当しますが、個別の専門工事と
して施工が可能な場合は、一式工事とはなりません。
例えば
建築板金を営んでいる建設業者の方が、大きな工場の屋根全体の複雑な屋根ふき工事をする。
このようなケースは、建築一式工事には該当しないと言うことです。

主となる工事の施行に必要な建設工事の場合
２つ以上の専門工事を組み合わせ、
「独立して使用する目的がある新築住宅などの建築物をつくる工事」は建築一式工事に該当しま
す。
ただし、２つ以上の専門工事であっても、主たる建設工事を施工するために必要な建設工事（従たる工事と言います）は、
「附帯工事」
に該当するため建築一式工事とはなりません（建設業法第４条で定めらています）。
・・・例えば
Ａさんが建築一式工事として請負った新築住宅工事について、Ｂさんが屋根工事のみを行う場合。
このようなケースは建築一式工事に該当しません。

建築一式工事に付随する専門工事は、その業種の建設業許可が必要か？
主たる建設工事以外の建設工事は、施工の必要上発生したものであれば附帯工事となります。したがって、専門工事の建設業許可
がなくても建築一式工事として請負うことが可能です。
例えば・・・
建築一式工事として請負った新築住宅工事について、５００万円以上の屋根工事が発生しても自ら屋根工事を行わない。
このような場合は、屋根工事の建設業許可は不要です。
自ら屋根工事を施工する場合は、屋根工事業の主任技術者の条件を満たす専門技術者をおく必要がありますので注意してください。
もし、自社で専門技術者をおけないときは、屋根工事の建設業許可を持っている業者に施行を依頼するようにしましょう。
まとめ
一式工事は元請け業者が請け負う工事、専門工事は下請業者が請け負う工事とお考えいただければ基本的には判別がつきます。
注意いただきたいことは、
一式工事の建設業許可を取得すれば、オールマイティに建築や土木に関する工事全てが請負い可能になるわけではない。
２つ以上の専門工事を請け負う場合でも、主となる工事に付随する「附帯工事」であれば一式工事には当たらない。
ということです。加えて
● 一件の請負代金が１５００万円以上の一式工事
● 一件の請負代金が５００万円以上の専門工事
をおこなう場合は、業種に応じた建設業許可が必要となります。
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副社長が行く現場探訪

第 66 回

杭基礎の底辺のかぶり厚さはいくつ？どこから測定するの？

基礎のかぶりは大抵の場合は最小かぶりが 60mm、
設計かぶりが 70mm で外周の表面からの距離でしょ。
で終了してしまうかも知れない今回の記事。
あなたは一体どのように考えていますか？
「きっと、わざわざ記事にするだけあって何かあるはず！そうでなければ、わざわざ杭基礎なんて書かないよね」
と感じたあなたは勘が鋭いですね。
そこで
今回は「杭基礎」の場合の鉄筋のかぶり厚さについてお伝えします。
まず
杭と基礎の関係ですが杭頭にキャップなどをかぶせて建物の剛性を杭に伝えないような工法の場合を除いて、一般的には
杭頭補強筋で基礎と「剛」に接続されていますので、杭と基礎は「一体」として考えるのが普通です。
しかし
当然ながら杭と基礎は施工時期が異なっていたり、鋼管巻きの杭の場合はコンクリートと鋼管が接してします。
だから
杭と基礎との間に若干の隙間が生じる可能性があります。
すると
杭と基礎との隙間を伝って地下水などの水分が浸入してくる可能性があるのです。
もしも
杭に基礎の鉄筋が接していればどうなるのでしょうか？
考えるまでもなく腐食してしまう可能性がたかいですよね。
だから
基礎の底部分の鉄筋のかぶり厚さは「杭の天端」より最小かぶりで 60mm、設計かぶりで 70mm 必要なのです。
また
逆を言えば、基礎の配筋を設計図通りに行おうとすれば、必然的に杭の天端レベルが高くてはいけないのです。
杭天端レベルが高いと引張られるように基礎のベース筋のレベルが高くなってしまい、はかま筋が基礎天端より飛び出して
しまうという恐れがあるからです。
前工程の施工の良し悪しが、次工程の品質に影響する良い例かも知れませんね。
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最後に
「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説第 5 版 [ 日本建築学会 ]」の該当部分を確認して下さい。
基礎と杭の接合状態は，半固定または固定接合のいずれかを仮定して設計するのが一般的であり，通常（ａ）図のように枕頭を雌礎
断面内に 100 mm 程度埋め込む．この場合，基礎筋のかぶり厚さは杭頭より 70mm とする．固定接合の配筋の参考例を参考図 9.5 に
示す．基礎と杭の接合状態・納まりは設計条件に関するものであるので，設計図書に特記する．

つまり
杭基礎の底部のかぶり厚さは基礎底部からではなく、杭頭の天端から７０mm を確保す
るようにします。
なぜなら
杭の内部、若しくは杭の周辺に出来てしまった軽微な隙間などから水分などが浸入する
ことによる鉄筋の腐食などを防ぐためです。
すると
既製杭の杭天端のレベルが高いと基礎のかぶり厚さ不足になってしまう可能性があるの
で、杭工事の時点の品質管理をしっかりと行う事が、実は後の工程に影響を与えているの
です。
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既製コンクリート杭の高止まり、低止まりに備えよう
既製コンクリート杭の施工を行う上で意識しておか
ないといけないのが杭が「高止まり」をしたり、逆
に「低止まり」をしたりする場合である
もしも
掘削底に何か転石のようなものが落ちてしまって
いると
杭が転石の上に乗ってしまった場合は、これ以上下
がらなくなり
結果として「高止まり」になってしまう。
逆に
施工後に根固め液が思っていたより硬化しておら
ず、杭の自重で沈んでしまった場合などは「低止まり」になる。
そして
高止まりであろうと低止まりであろうと基礎工事時に何らかの問題が発生してくる。
例えば
高止まりの場合は、杭天端から基礎配筋のかぶり寸法を取るので基礎配筋が全体的に上がってしまう結果となる場合があり、
はかま筋の天端のかぶり寸法が確保できない恐れもある。
低止まりの場合は、基礎に対する杭の「のみこみ寸法」が確保出来ないので、程度にもよるが杭の周辺だけを掘り下げて対応する
ことになるだろう。
そこで
実際の施工に入る前に工事監理者さんと構造設計者さんと杭メーカーを含めて許容値を決めておくべき。
案外、あなたの中ではそのくらい大丈夫だろうと考えている値でも様々な観点から検討すると

「えっそういう問題が有るんだ！？」

という驚きの結果が待ち受けているかも知れない。
案外、高くても低くても様々な問題が有るのが杭の天端の管理。
ここで
今回、なぜ私がこの話題を書こうかと考えたか？というと「基準値の理由を知っていてる」のと「ただ単に基準値を守る」
のでは、実際の施工管理を行う上での様々な判断の１つ１つに雲泥の差が出て来ると考えているから。
「今回は○○だから NG の可能性が高いからやり直そう」
と言う判断を現場で出来れば楽しいよね。

つまり
既製コンクリート杭の施工管理で大きな問題に発展する可能性を秘めているのが「高止まり」
「低止ま
り」の問題である。
事前に、許容値をメーカーと工事監理者さんとで打合せを行い、対処方法を確認しておくのがベスト
である。
そうしないと、せっかく打設した杭の耐力が得られずに掘削後に
一度埋め戻しを行い「増し杭」を打設しなければいけない事もある。
最悪の事態を想定して、事前に打合せを行うことは悪いことでは無いからね。
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頑固は罪！頭の固い建設業界の人間たち
頑固な人間ばかりの建設業界
建設業界では、人の入れ替わりが激しく、中途採用でも年がら年中、新し
い人材が入ってくる。右も左も分からない未経験者もいれば、人間関係な
どの理由から転職をしてきた人など、タイプは様々だ。
今回は実体験をもとに、新人が入ってきた時に感じた、建設業界の現場
で働く人間の頭の固さ（頑固さ）について話をしようと思う。
私がある現場でまだ所長のサポートとして業務をしていた頃、1 人の中途採用者が現場に配属された。彼は 23 歳で、もともと土
木作業員として働いていたが、施工管理をしたいという理由から、私の会社に転職してきた。
ちょうど彼が配属された時に、現場はコンクリートブロック積工を行っていたのだが、下請けの作業員の方々はブロック設置未経験
者であった。
現場でのブロック積に、要領も分からずかなり苦戦している様子だったが、私たち監督側の人間も、自分で施工したことがないので
横から口を出せずにいた。すると、現場でしばらく作業を見ていた新入社員が、不意に口を開いた。
「ブロックを積む順序を変えると施工しやすくなると思いますよ」
話を聞けば、彼はもともと前職の時にブロック積を行っていたそうで、作業員の施工手順に違和感を覚えたため、発言したとのこと
だった。
これまでは、裏込め砕石を投入してブロックを積み、胴込コンクリートを打設していたのだが、彼から言わせれば、ブロックをつい
てから裏込め砕石を投入し、その後固めて胴込コンクリートを打設という順序のほうが、圧倒的に積みやすいし、施工スピードも上
がると提案してくれた。

新人だからというだけで聞く耳を持たない
この提案を聞いた現場の作業員たちは、ムッとした表情で「裏込めを先に投入しなければ、ブロックが後ろにずれてしまう」と答
えた。
しかし、新入社員はひるむことなく、
「ブロックが後ろにずれないようにキャンバーをかませておいてから、裏込めを入れるんです。
ブロックは自立するように作られているので、先に積んで勾配や位置を合わせておいたほうが圧倒的に積みやすいですよ」と返した。
彼の言うことは理にかなっている。
試しに 1 段だけその方法でやるように指示してみたところ、これまで手こずっていたことが嘘のように、すんなりとブロックが設
置できたのだ。
それでも作業員たちは納得いっていないようで、何かしらの口実をつけ、従来のやり方で施工を進めていった。その姿を見ながら、
新入社員のやり方で施工をしていれば、工程が結構変わっていたのではないかと何度も思ってしまう自分がいた。
この現場での経験は、私にとって非常に大きな学びとなった。

建設業界に求められるもの
本当に最近思うことは、頑固は罪であるということだ。せっかく誰かが仕事において良い提案をしてくれたとしても、プライドが
邪魔をし、何かしら言い訳をして結局実行しない、なんてことがザラにある。
しかも、ほとんどの場合が、素直に提案を取り入れていれば問題は改善されることが多いように思う。

建設業での経験年数が長くても、自分の知らない施工方法や工種は存在するだろう。その時に頭でっ
かちになるのではなく、素直に他者の意見に耳を傾けたり、経験者に教えを乞うことも時には必要だ。

この業界の人間は、本当に頑固だなと思うことが多い。

若者の意見が現場で反映されるなんてことは、ほとんどないように思う。
間違った意見ならまだしも、正しい意見においてもだ…。
若いから、経験が浅いからなど、歴に関係なく、時に画期的な意見を新入社員が言うこともある。1 回聞いてイメージしてみる、こ
れが建設業界に求められる「柔軟性」ではないかと強く感じている。
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南浜防災マリーナ管竣工
着水式で運用開始祝う

石巻市南浜マリーナ

河口部に陸上保管施設

石巻市が旧北上川河口部に整備した「市南浜マリーナ」は 30 日、運用を開始した。関係者による開港式典が催され会社からは遠藤
治興取締役副社長が出席した。式典後、小型船舶の着水式や記念のクルージングが行われた。小型船舶などを陸上保管する市内初の
専用施設。県内でも初の公共マリーナとなり、無秩序な係留への対策やマリンレジャーへの利活用で交流人口の拡大につなげていく。

同マリーナは、旧北上川右岸側の旧市立病院跡地などの市有地を活用し、平成 28 年から工事が始まった。主体工事は遠藤興業㈱が受
注、現場所長は土木部

外處政義が務めた。

敷地面積は約 1 万 8 千平方メートルで、25 トンまで上げ下ろしが可能な船舶用クレーンが特徴。陸上で 130 隻まで平面収容し、浮桟
橋は最大 30 隻の一時的な水面保管ができる。すでに市内を中心に 10 隻ほどの利用があるという。
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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

題名 「誇り」

次号掲載者には編集部より締切等ご連絡いたします。

土木部：浅野 誠

皆様、残暑厳しい中お仕事ご苦労様です。
平成２４年１２月に入社し、蛇田の宅地造成その１からお世話になっております。
その間たくさんの職員の皆様や作業員の皆様、また下請けの人たちと仕事をさせてもらい現在の自分があると思います。
今後とも職員としては新人みたいなものですのでご指導のほどよろしくお願いします。
中学から一緒の悪友の辰太朗からの無茶ぶりでしたが私は彼ほどの趣味はないので現在お世話になっている石巻バイオマス
発電について書いていきたいと思います。

石巻バイオマス発電は石巻市潮見町に建設中で、遠藤興業は土工事で入っています。
施主は、
（株）レノバで再生可能エネルギーを活用した基幹電源を開発・運営する会社です。
日本各地にバイオマスや地熱発電、風力発電、太陽光発電などを展開しています。
1 次で、日揮（株）で世界各地や日本各地で産業・都市インフラ、各種プラント、施設の設計・調達・建設を行う会社です。
近年は海外で営業成績を伸ばしているそうです。
2 次は皆さんも知っている三井住友建設㈱です。この現場は建設キャリアアップシステムを活用しています。我々は三井さ
んの下の 3 次で作業しています。
この現場で日揮さんが面白い取り組みをしているので紹介したいと思います。
その名は【トークン】簡単に言うと日揮の監督や三井の監督からポイントを付与してもらいポイントがたまると景品と交換
できるというシステムです。
目的は作業員とのコミュニケーションや作業員のやる気を上げるなどいろいろあります。
景品もジュースやカップラーメン、アイス、クオカードなどポイントに合わせていろいろあります。
新規入場者教育終了後にヘルメットにシールを沢山張りますがその中の一枚に QR コードがあります。
何か良い作業や行いをするとタブレットやスマホで QR コードを読んでポイントが
貰えます。
中には自らヘルメットを近つける人もいたとかいないとか。
私は職員なのでなかなかたまりませんが貯まれば暑い日など作業員にアイスなど交換し渡したりしています。作業員があっ
てこそのポイントだと思っているので。
またこのトークンポイントのすごいところが毎月初めの安全大会の時に「月間 MVP」なるものがありまして前月のポイント
取得者上位 5 名に表彰と景品がもらえるのです。
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我が遠藤興業からは、三浦正行氏、赤間眞氏、そして佐々木政芳氏が選ばれています。

景品は、G ショック、黒毛和牛、ご当地ラーメンセット、焼肉セット、ハーゲン
ダッツ詰め合わせなど結構豪華な賞品になっています。
表彰は 1 度だけですが上位に入ってる場合はクオカードが貰えます。
三浦正行氏はほぼ毎月上位にランクインしていました。これもすごいことですよね。
その他遠藤興業の下請けの MARUYOSHI やケーズグリーンからも表彰者が出てい
ます。
良い作業をした時、
安全を遵守した時などやはりその場で「今の作業はとてもよかっ
たですね」と声をかけてもらいそれをポイント化するのは作業員的にもとても気持
ちいいものだと思います。
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日揮さんはこのシステムをより一層よくするためにアンケート調査などを行い向上させていくようです。
さらに、熱中症対策では熱中症防止用の自動販売機を設置しポカリスエットを 50 円で販売しています。
その他ガリガリ君の無料配布、日揮所長による一人一人への朝の声掛け当たり前のように思えるかもしれませんが現在プラ
ント業者など合わせると 300 名以上の作業員がいますなかなか出来ることではありませんよね。
最後になりましたが私たち土木の悲しいことはコンクリートで躯体を構築しても上物ができれば全然見えなくなってしまい

ます。まあ縁の下の力持ちってやつでしょうか

基礎工事や地下構造物の宿命いですね。これだから土木はやめられない。
今後ともこんな私ですがどうぞよろしくお願い致します。
次回は、
、総務部佐藤次長
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よろしくお願いいたします。。

疲労があり、眠くなる。人間だから、誰で

車中でスマホを見ながら過ごした。一定の

ティータイム小説
連載企画 第 33
話
駅から地下鉄に乗り、自宅へと向かう。

ていたのだが、夕方の新宿の街で人ごみに

事課を出る。署外へと歩いていった。疲れ

時間が来て、一日の勤務が終わると、刑

だが、街は躍動している。眠らずにずっと。

だ。 寒 中 だ か ら、 パ ト ロ ー ル な ど は な い。

じで。街は相変わらず、ざわついてるよう

男の仕事の仕方だ。俺だって別に何も言わ

しながらパソコンのキーを叩くのも、この

いて、それが分かっていた。タバコを吹か

相方は喜怒哀楽を見せない。ずっと組んで

吉 倉 も デ ス ク に 着 き、 仕 事 を し て い た。

し。

そっくりそのまま向こうの国に行くのだ

夜は辛い。

さほど若さはなく、五十代半ばなので、徹

続ける。大仕事だ。村田も昨夜は寝てない。

フロアで交代しながら、押収品の解析を

随時当たっていけば、きっと立件への手筈

なる。これを第一に考え、他の記録なども

出 来 る。 だ か ら、 淡 々 と 勤 務 し て い て い

のである。どんな地獄からも抜けることが

が、考えてみれば、苦痛もいつかは終わる

はある。毎日単調な仕事が続くからだ。だ

つ。

察署に詰めながら、事態が好転するのを待

入浴してベッドに潜り込んだ。そのまま眠

で、
着替えてから食事を作る。夕食を取り、

家 に 帰 り 着 き、 上 下 と も ス ー ツ を 脱 い

駅から地下鉄に乗り込み、自宅へと向か

胸糞が悪くなって、道端に唾を吐き捨てた。

とを、である。鬼畜野郎のことを思い出し、

ル中患者用の施設にぶち込んだオヤジのこ

れば、後は岩尾ら上の人間たちが逮捕され

ろう。いずれ立件できるだけの証拠が挙が

のだが、今、押収品等を解析しているのだ

勤務を続けた。検察は警察をガサ入れした

時間が過ぎる。昼食を取り、午後からも

ない。

の 岩 尾 を 葬 っ て や ろ う と。 ふ て ぶ て し く、

村田も考えていた。腹黒いキャリア警官

ともに認める雲上人なのだ。

返し、安泰のまま老後を迎えられる。自他

法曹関係の部署に天下りや渡りなどを繰り

ら、今の部署で定年を迎えると、その後は

と吸い続けている。百害あって一利なしの

ういったことを気にしてないようだ。ずっ

は吸殻がたくさん溜まっている。相方もそ

ら、パソコンのキーを叩いていた。灰皿に

その週の日曜も通常通り出勤した。疲れ

も疲れてしまう。当たり前のことだ。そう
紛れ、歩き続ける。ふっと思い出した。ア

る。朝まで熟睡した。昼間の疲労は、夜間
う。スマホを見ながら、ニュースを読んだ。

る。五億の裏金の件で、現在逃亡中の村上

も整うだろう。

思い、座席に凭れていた。

に睡眠を取ることで癒せる。日中は暇がな
体はだいぶ疲れている。午前八時二十分ぐ

警部補が東川幸生を闇に葬った可能性が極

あの男を捕らえたい。極上である鬼の首を

常に何かを考えて、あれこれ画策し続ける

毒なのに……。

隣のデスクで吉倉がタバコを吸いなが

……。

い の だ。 永 続 す る 苦 し み な ど な い の だ し

いのだ。警察署内は何かと慌ただしいのだ
らいから、午後五時までの拘束で、標準的

翌 朝、 午 前 六 時 に は 目 が 覚 め て 起 き 出
な労働時間なのだが、緊張感が抜けると楽

めて濃厚だからだ。上層部がきっと裏で指

だ が、 村 田 自 身、 キ ャ リ ア の 人 間 だ か

し……。
す。
キッチンでコーヒーを淹れて飲んだ後、
になる。

ろうか？そう思い、毎日を送っていた。歌

りだ。寒さのピークは過ぎたんじゃないだ

まだ幾分冷えるのだが、もう一月も終わ

スーツを着て、カバンを持ち、部屋を出た。

取ってやるのが、検察官人生における土産

舞伎町の復興は進んでいる。放火犯の篠崎

のようなものだ。そんなことを感じていた。

洋一と樋口喜佐夫は相変わらず口を割らな

示を飛ばしたと目される。極めて悪質だっ

午後三時には解析が終了し、検事たちも

いが、いざとなれば、強制起訴の手段も有

た。検察のやり方は正当である。微塵も間

撤 収 し て、 そ れ ぞ れ の 部 署 へ 戻 っ て い く。

り得る。警察だって、だんまりを決め込む

部屋に帰り着き、スーツを脱いで着替え

村 田 も 一 仕 事 終 わ っ た と こ ろ で、 大 き く、

被疑者を簡単に釈放したりはしない。いず

最寄りの地下鉄の駅から、新宿へと向かう。

俺たち警察官が普通に勤務を続けている

やや重たげに息を吐き出した。司法試験合

る。 夕 食 を 自 炊 し、 取 っ て か ら 入 浴 し た。

一方で、ここ二日間、東京地検の検事正の

格とその後の司法修習を経てから検察社会

頭はすっきりしていた。電車に乗り、幾分
みはない。だが、それが人間の行く道だと

村田は部下の検事たちに指示を飛ばし、押

違ってなくて。

午前八時二十分には刑事課に入り、デス
も思う。だから、そう気に掛けてなかった。

収済みの資料等を解析していた。逸早く警

さすがに日々決まったことばかりで、面白

クに着いてパソコンを立ち上げた。吉倉が、
いろいろと事情の類はあるのだが……。

余裕を持って出勤する。

「おはよう、井島」 と言ってきたので、

単調なのだが、いつものことだ。あまり深

庶 務 を こ な す た め、 キ ー を 叩 き 始 め た。

を出る。一定の緊張状態はあった。夜間眠

から、カバンを持った。午前七時半には家

起きてコーヒーを飲み、スーツに着替えて

一晩眠ると、また新たな日が訪れる。朝

金を手にした物証を探り続けた。

に集められ、総出で警察上層部が五億の裏

当然だろう。検事が二十人ほど広いフロア

察を立件したければ、証拠品を当たるのは

きた。自信がある。努力を重ねてきたから

と手ひどく罵られても、屈せず仕事をして

見てきている。検察はアカの集まりだなど

にいて、いろんな人間や団体の悪事などを

間だから、過労やストレスなど、溜めたく

きつく感じることがある。何しろ生身の人

れ司法の場へと持っていく。

「ああ、おはよう」 と返す。

く考えないで、事務作業を行う。制服を着

ることで、昼間は眠気が差さない。通常通

コンを立ち上げた。歌舞伎町放火犯の篠崎

タですよ」

「これ、村上が隠し持ってたと目されるデー

「何だ？」

「検事正！」 と村田を呼ぶ。

「何？」

「検事正」 韮山が呼んだ。

る。歴史的な大仕事だ。そう痛感する。

るという未曽有の事態の手筈が整いつつあ

こそそう思えた。そして今回警察を立件す

いる。殺人事件は公訴時効が撤廃されてい

れたヤマは未解決だ。容疑者は逃げ回って

自ずとそうなるのだ。

乾いた街で、昼間の時間を過ごしていると、

じない。そんな強さが俺にはある。何かと

が、耐えていた。多少いろいろあっても動

ないものが溜まる。刑事はハードな仕事だ

ずっと署に通い詰めながらも、単調さを

た窓口担当の婦警も午前九時から業務を始
り出勤する。

洋一や樋口喜佐夫は黙秘を続けているよう

韮山がフラッシュメモリを一本手に取

村田が頷き、フロアを出た。いつの間に

る以上、ずっと追い続けられる。お宮入り

一員として職務を全うするだけだ。

でいろいろあっても、仕事は減らない。警

パソコンに向かい、庶務をこなす。身辺

合わせた他の検事たちも、じっとパソコン

件できるだけの証拠を探し出したことは、

地検が押収した資料を解析し、警察を立

いように……。

だけである。あくまで越権行為などをしな

所轄は捜査から外された。じっと見ている

ホ シ を 逮 捕 し、 事 件 の 全 容 を 暴 く だ ろ う。

かっていた。東川幸生と角井卓夫が殺害さ

れた温蕎麦を啜った。さすがに食事に有り

察官は多忙だ。何せ、犯罪者でも取り締ま

の画面に見入っていた。やはり裏金の受け

薄々伝わってきていた。別に俺など下っ端

「ああ。今行く」

付くと、緊張感はいくらか抜ける。仕事中

りの対象が日本人だけじゃない。在日外国

だから、日々の職務にそう影響はない。警

昼の食事休憩の時間になり、出前で取ら

とは違っていた。まあ、さすがに勤勉な俺

人が多くのケースで事件等に加担してい

渡 し の 証 拠 は 記 録 さ れ て い た の だ。 こ う

ちょうど土曜の昼過ぎに、韮山が、

めるため、スタンバイしている。中でいろ

午前中は特に変わったこともなかった。

だ。いっそのこと強制起訴にでもしてやっ

り、近くにあったパソコンのＵＳＢ差込口

か、段ボール類は片付けられ、隅に山積み

という言葉がもうないのだ。警視庁の刑事

でも、緊張感が持続することはないのだし、

いった電子記録媒体に――。大きな証拠と

村田がそう言い、息を呑む。その場に居

意識も集中してるわけじゃない。それが普

る。道理で歌舞伎町でもパチンコ店は羽振

・・・次号へ続く

り が い い わ け だ。 客 か ら 巻 き 上 げ た 金 は、

午後からも仕事が続いた。変わらない感

通だ。不自然なこともなく……。

署の刑事課に入り、デスクに座ってパソ

淡々と流れていく。座り仕事でも、合間に

て、裁判で死刑にしてやった方がいいと思

に差し込んで、開いた。中にあるのは金額

されていた。ああ一仕事終わったんだ。そ

たちも水面下で探っていると思う。いずれ

いろと思惑があるにしても、警察署は動く。

時々立ち上がって背筋を伸ばした。きつい

う。暴力団員など、社会の害にしかならな

と考えられる数字の列と、流した先の個人

う思い、韮山と行動を共にする。まっすぐ

事件は常に目の前にある。それは十分分

ことからは決して逃げられない。そう言い

い。はっきり言って一番嫌な類の人間だっ

や団体などの文字列だ。

に歩きながら……。

「コーヒー淹れたんで飲みませんか？」

聞かせて、仕事する。

た。一際性質が悪いのだし……。

「これは……」
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「ゴルフを学ぶ」

第 19 回「100 切り宣言！スライスの曲がり幅を少なくしてＯＢを減らそう」

「100 切り」はゴルファーの多くが最初につき当たる大きな壁だ。99 と 100 の間には単なる１打以上の大きな溝があるが、
コンスタントに 100 を切れるようになるためには、どんなことを克服していけばいいかを、多くのアマチュアゴルファーを
100 切りへ導いてきた平野茂プロに訊いた。ラウンド全体に関わってくるのが、まずドライバーのスライスの曲がり幅を軽
減させること。これができるようになればＯＢが減ってきて、ティーショットを第２打が打てる場所に置けるようになり、
平均スコアがグーンとよくなるという。その改善方法を語ってもらった。

スライスが出てしまうのは体を回そうとしすぎるから
100 切りを達成するにはダブルボギー以上たたくホールを４～５ホールまで減らし、ほかをボギー以下に収める必要がある。とする
とティーショットの OB は致命的だ。ホールが狭いなど OB を打ってしまう要素は様々だが、100 切りゴルファーの場合、ドライバー
のスライスの曲がり幅が大きいのが一番の要因といえる。
平野茂プロも最初に克服する課題として、スライスの矯正、もしくはスライスの曲がり幅を少なくすることを挙げた。OB が減るのは
もちろん、林に打ち込んでそこから出すだけで 1 打を損してしまうこともグンと減る。ではその克服方法を教わっていくとしよう。
「スライスが出るのはインパクトでフェースが開いてしまうのが原因です。なぜそうなるかというと体を回すことに意識がいって、体
の回転よりもクラブヘッドが遅れて下りてくるからです。本当はクラブヘッドの遠心力を使ってスイングすることが大事なのですが、
遠心力を感じる前に体をどんどん回そうとするからフェースが開いて当たるのです」
スライスが発生するスイングの傾向はわかった。ではどうすれば直すことができるのか？平野プロに誰でも簡単にできるドリルを教
えてもらおう。
「まずクラブを持たずにアドレスの姿勢をつくり、両手の間隔を縦に 30 センチほど広げます。そしてバックスイングし、両手を元の
位置へと振り下ろします。するとほとんどの人は左手が先に戻ってしまうことでしょう。両手の左側にキャディバッグを立ててもい
いし、両手を壁に当てた体勢から同じ要領で腕を振ってもかまいません」
この方法でインパクトの地点で両手が同時に戻る人はボールをまっすぐ飛ばせるという。しかし、左手が先に戻り、右手が遅れて「タ
ンタン」と二段階の音が出てしまうようでは両手を戻す動きにタイミングのズレが生じていることになり、ドライバーで打った際に
は曲がりの大きなスライスが発生する。
それでは右手のタイミングが遅れないようにするコツは何だろうか。

体幹をゆっくり回せば両手を戻すタイミングが合ってくる
クラブを構える姿勢は左手が体の近くにあり、右手は左手よりも体から離れた位置でグリップする。
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「これを陸上のトラック競技に例えれば体に近いほうの左手はコーナーに近い第１コースの走者であり、右手は第２コースの走者、そ
してシャフトが一番長いドライバーの場合、クラブヘッドはコーナーから最も遠い第８コースの走者となります。体から一番遠いク
ラブヘッドが遅れないようにするには、左手よりも右手のほうを先に元の位置に戻して上げる意識が必要です。そのくらいの気持ち
がないと、両手を元に戻すタイミングが合いません。極論すれば体を回している暇などないのです」
左手が先に戻ると右手が遅れて、第８コースの走者であるクラブヘッドはどんどん遅れてインパクトでクラブフェースが大きく開い
てしまうことになる。
小学生の運動会で台風の目といって、４人くらいの子供が横に並んで棒を横に持ち、ポールのまわりをぐるぐる回る種目があるが、ポー
ルを回るとき内側の子供の動きはゆっくりで、外側の子供は速く動く。そうしないと４人の動きがそろわないからだ。
プロたちのスイングもそれと同じ理屈で、体幹の動きはゆっくりでもクラブヘッドは驚くほどのスピードで動いていることがよくわ
かる。
両手を離してシャドウスイングを繰り返し、左手よりも右手を先に戻す動きのマスターにつとめよう。体を回そうとするほど右手が
左よりも遅れてしまうことがわかれば、スライスの曲がり幅が小さくなり、ＯＢの憂き目を見なくなるはずだ。これで 100 切りへ大
きな前進となる。

100 切り宣言！ドライバーのミスが激減するアドレスは手首に注目
ドライバーは打ってみなければボールがどこに飛んでいくかわからないような広角打法では、
いつまでたっても 90 台のスコアは出せない。完璧なショットとまでいかなくても、自分が狙っ
た方向から大きく外れなければ合格点といえる。そこでショットの方向を安定させるためのポイ
ントを、多くのアマチュアゴルファーを 100 切りへ導いてきた平野茂プロに訊いた。スイング
をよくすることももちろん大事だが、それ以上にアドレスの姿勢を安定させることが重要だとい
う。いつも同じ姿勢で構えることを心かけるだけでスイング軌道のブレまで少なくなり、ナイス
ショットの回数が増えて 100 切りに大きく前進できる。

直立の姿勢からアドレスをつくる習慣をつけよう
ドライバーがスライスしたと思ったら、次のホールは引っかけ。そして、たまにチョロも出てしまう。こうなるとクラブをどう振っ
ていいかわからなくなり、パニックに陥ってしまうことになる。スイングをあれこれといじっているうちに１日のラウンドが終わる
ようでは何の収穫も得られず、上達のきっかけすらつかめない。
100 切りのゴルファーにとって、ラウンド中のスイング修正はとても難しくて、逆効果になるケースがとても多い。それよりもアド
レスの姿勢のつくり方に着眼してほしいと平野茂プロはいう。
「ミスショットの原因の８割近くは、実はアドレスの狂いにあります。同じに構えているつもりでも、ワンショットごとにアドレスの
姿勢が変わってしまうから、クラブを振る動作も変わってヒッティングポイントが安定しないのです。まずはアドレスをつくる手順
を一定させて、いつも同じ姿勢で構えられるようにしたいものです」
プロたちは調子が悪くなるとスイングよりも先にアドレスをチェックするという。アドレスがよければ、スイングも自然によくなる
からだ。
スイングがバラバラになってしまったときほど、アドレスをチェックすべきだ。では、バランスのいい姿勢で構える方法を教えて
もらおう。
「まず両手でクラブを持ち、直立の姿勢になります。飛球線の後方側から見て、背骨とクラブが直角となるように持つのがポイントで
す。すると両手首とクラブの角度が約 120 度となりますが、この 120 度を意識してください。そして骨盤を前に倒しながら、軽く
お辞儀するように上体を前傾させて、最後に両ひざを軽く曲げればアドレスが完成です」
こうしたアドレスの手順を心がけると、ボールと体の間隔を一定に保ちやすくなるという。ボールの近くに立ってハンドアップの
姿勢になりすぎたり、ボールから遠く離れてハンドダウンの姿勢になりすぎたりすることがなくなって、いつも同じ姿勢で構えられ
るようになる。アドレスの安定によってスイングの軌道がブレにくくなり、ドライバーの方向性が安定してＯＢも減るというわけだ。
ところで、手首の角度はなぜ 120 度がいいのだろうか。
両手の５本指を思い切り広げてパーをつくってみてください。親指と人さし指の角度が約 120 度に開きますよね。いってみれば
120 度は体の動きをスムーズにする上でナチュラルな角度なんです。アドレスでつくった手首の 120 度をキープするだけでショット
の方向がかなり安定しますよ。
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