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アスベスト含有建材はいつ頃まで使われていたの？
アスベスト含有建材ですが、レベル１とレベル２の建材は概ね 1989 年には製造
が終了しています。
しかし、煙突用の断熱材（レベル２）だけは 2004 年まで製造され、レベル３の
成形板も 2004 年まで製造されていたようです。
したがって、基本的には、2005 年以前の建材は調査の対象になります。思った
よりも近年の建材も使われていた可能性があることを理解してください。

アスベスト含有建材の基準は厳しくなっています！
アスベスト含有建材の基準ですが、以下に示すようにどんどん厳しくなっています。
1975 年（昭和 50 年）10 月 1 日：5 重量％を超える石綿の吹付け原則禁止
1995 年（平成 7 年）4 月 1 日：規制対象物質は３成分（ｸﾘｿﾀｲﾙ・ｱﾓｻｲﾄ・ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ）、含有量基準 1％超過
2004 年（平成 16 年）10 月 1 日：1 重量％を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤等、10 品目の禁止
2006 年（平成 18 年）9 月 1 日：含有量基準が 1％超過から 0.1％超過に引き下げ
2008 年：規制対象物質が６成分（ﾄﾚﾓﾗｲﾄ・ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ・ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄが追加）に変更
したがって、2008 年 6 月 20 日以前に調査・分析を行い、
「含有なし」と判定されていても基本的には再分

析が必要になります！
建物の持ち主の方には、
「アスベストは、昔、調査してあるから大丈夫！」と考えて建て替え時の事業予算に見込んでおらず、
高額な対策費用の発生で途方に暮れる方もいらっしゃいますので注意してください。
2004 年以前に製造された建材は含有している可能性があること、基準が厳しくなってきており、2008 年以前の調査結果
は使えない可能性があること、建物の外壁に吹付け材が使われている場合には対策費用が高額になる可能性があること特に、
個人住宅で影響大（塗材はレベル１～レベル３に変更（ｒ 2.11.30 通達）されたが特定建築材料には指定されている。
ただし、石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト（ひる石）については、これまでと同様、「吹付
け石綿」として扱う こととする 。
）に注意してください。

建物年代でわかる！
アスベスト使用の見極めポイントは規制の年代と建築の年代にあった！
30 秒でわかるまとめ
かつては高性能の鉱物繊維として建材に多用されてきたアスベストは、その危険性が知られるにつれて使用が規制されるようになっ
た。その規制は 1975 年を皮切りに段階的に強まり、2006 年にはアスベスト含有製品が実質的に全面禁止されるに至った。
したがって、2006 年（平成１８年）以前に建てられた建物にはアスベストを含む建材が使われている可能性がある。
こうした建物を解体しようとする場合は、その点に注意が必要である。
断熱性や耐火性、耐久性、吸音性などにすぐれた天然の鉱物繊維であるアスベスト（石綿）は、過去には多種多様な建築物に使わ
れてきました。今ではその深刻な危険性で知られるアスベストですが、その時代に建てられた住宅やビルには、今もアスベストを含
んだまま存在しているものが少なくありません。
そこで気になるのは、お住まいの住宅など、ふだん使っている建物にアスベストが使われているのかどうかという点でしょう。それ
を判断する一つの目安が「建築された年代」であるというのはよく聞く話ですが、どうして建築時期がアスベスト使用の有無を判断
する目安になるのでしょうか。
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アスベスト規制までの歴史
今では使用が全面的に禁止されていますが、おっしゃるとおり、ある日突然すべてが禁止されたわけではありません。
かつては広く使われていたアスベストに対する規制は数々の段階を経て行われてきました。

1975 年（昭和 50 年）「特定化学物質等障害予防規則」改正
この改正で日本で最初にアスベストの使用が規制されました。また、アスベスト含有率が重量の 5％を超える吹き付け作業が禁じ
られました。

1986 年（昭和 61 年）「ILO 石綿条約」採択
ILO 石綿条約では、
アスベストの一種であるクロシドライト（青石綿）の使用と吹き付け作業の禁止が指導され、クリソタイル（白石綿）
は管理使用の対象となりました。

1995 年（平成 7 年）「労働安全衛生法施行令」
「特定化学物質等障害予防規則」改正
労働安全衛生法施行令、特定化学物質等障害予防規則では、クロシドライト（青石綿）およびアモサイト（茶石綿）の製造・輸入・譲渡・
提供・使用は全面的に禁止、アスベスト含有量が重量の 1％超となる吹き付け作業も禁止となりました。

2004 年（平成 16 年）「労働安全衛生法施行令」改正
労働安全衛生法施行令は、重量の 1％以下のクリソタイル（白石綿）を含むアスベスト製品以外は、代替困難である場合を除いて製造・
輸入・譲渡・提供・使用がすべて禁止されました。

2006 年（平成 18 年）「労働安全衛生法施行令」改正
ここまでくると比較的最近の改正になりますね。労働安全衛生法施行令では、アスベスト含有量が重量の 0.1％超となるアスベスト製
品の製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止され、アスベスト含有製品は実質的に全面禁止となりました。
こんなに段階を踏んで今の規制の状態になったのです。

アスベスト規制が開始された 2006 年以前の建物は注意が必要
アスベストの使用は数々の段階を踏んで規制が進み、最終的に全面禁止されるに至りました。建物の建築時期がアスベストの使用
有無や使用度合いを判断する目安になるのは、こうした事情からきているんです。
アスベストの話をしているとよく聞く、
「2006 年以降に建てられた建築物には、アスベストを含む建材はまず使われていない」と考
えることができるのも、2006 年の法改正で実質的に全面禁止となったためということでしょうか？
そのとおりです。ただし、法改正の時期をまたぐようにして建築された建物では、規制強化前のルールに準じたアスベスト含有建材
が使われた可能性も考えられますよ。それにそもそも、アスベストを含む建材はすべての建築物に使われていたわけでもありません。
…ということは、建築年数でアスベストの使用が 100％判定できるわけではないんですね。
ええ。とはいえ、中古住宅を購入しようとする場合や、住まなくなった空き家を解体しようと考える場合に、アスベストの使用状況
を確認するうえで、建築時期が一定の目安になることは事実ですよ。
今は古民家をリノベーションしてカフェにしたり、リフォームして住んだりするのが人気ですよね。なので、特に古くなった空き家
を解体するようなケースでは、1975 年以前に建てられた建物を扱うことも少なくないはず…。このようなケースでは、どうなんでしょ
うか。
その場合はアスベストが使われていた可能性が高いものとして検討を進める必要がありますね。
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アスベスト使用の建物を解体する際の注意点とは？
解体しようとする住宅でアスベストが使われている場合、どんなことに注意しながら解体工事を進めていけばいいでしょうか。
古い時期に建てられた住宅には、屋根瓦やスレート屋根、外壁や内装材、配管に巻き付けられた断熱材や、柱や梁に吹き付けられた
吹き付け材などさまざまな箇所にアスベストが使用されている可能性があります。そうした建材をむやみに取り壊してしまえば、そ
こからアスベストが空気中に飛散してしまい、思わぬ健康被害を招いてしまう恐れがあります。そうならないよう、アスベストを含
む建物の解体や廃棄にはさまざまな手順が定められており、その定めにしたがって特別な対応を行う必要があるのです。
特別な対応ってどんなことなんでしょうか。解体業者に依頼しないとできないですよね。
はい。アスベストが使われた建物の解体にはそうした特別対応が必要となるため、そうでない建物の解体よりも多額の費用がかかる
ことが多くあります。この点に留意して、まず予算を考える必要があるでしょう。
そうですよね。まず予算を決めて、見積もりをとらないといけませんよね。見積もり時の注意点はありますか？
解体工事の見積もりを依頼する際にアスベスト使用の可能性を伝えておかないと、あとからアスベストの使用が発覚して追加費用を
請求されるといったことにもなりかねませんから、ここは注意しておくべきでしょう。そして、予防するためにも、念入りに事前調査・
見積もりを行ってもらうようにしましょう。
たしかにあとから発覚して追加費用をとられるのは腑に落ちないですね…。事前調査と見積もりがいかに重要かがわかりました。
ほかには規定の手順をきちんと守り、アスベストを適切に扱える施工会社に依頼することも重要ですよ。調査や見積もりの際にいろ
いろ質問しながら、信頼できる会社を選ぶことを頭においておく必要があります。

中古不動産を購入する場合は特に注意
中古不動産を購入する際、住宅であれば外壁のチェックは忘れずに・・リフォームする段階になって石綿塗材で剥離・封
じ込めなんてことになり多額の費用が・・いつか解体すときは・・・工事費アップになる可能性も
中古ビル等事業用の建物を購入する場合、特に注意が必要、外壁、耐火吹付だけでなく、ボイラー設備等に使用されてい
るガスケットなど。多数の含有石綿建材があります。購入する場合は石綿含有建材の除去費を考慮して価格の妥当性を導き
出さなければ大損するでしょう。

おわりに
アスベストはかつては工業製品として広く普及していて、その数は 3,000 種類ともいわれるほどだったんですよね。
その 8 割から 9 割は建材製品が占めていて、そうした建材製品は一般的な住宅から学校などの公共施設まで、多様な建造物
に幅広く使用されてきました。
だからこそ現存する多くの建物にも、アスベスト含有建材が残っていると考えられています。
アスベストなんて使われているわけがない、と思い込まずに昔ながらの住宅などは一度調べてみることも大切ですね。
また、建物の建築時期や目視確認だけでアスベストの使用有無や使用度合いを確認するのは困難ですから、解体工事やアス
ベストの取り扱いについて専門知識・技術を有するプロの手を借りるなどして、適切な調査・対策を行うようにしましょう。
遠藤興業では、石綿建材含有調査者、資格保有者２名在籍

信和会会員

㈱サンクリーン工業は２名在籍しております。

石綿含有建材に不安がある場合は、遠藤興業㈱運輸事業部 熊谷もしくは㈱サンクリーン工業日野専務にお問い合わせくださ
い。
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i-Construction とは？
ICT 技術の全面的な活用（土木）

1 つ目は土木分野における ICT 技術の全面的な活用です。ICT とは「Information and Communication Technology」の略称で、

情報通信技術を意味します。国土交通省は ICT 技術の利用例として、以下の 4 つを挙げています。
●ドローン等による 3 次元測量
● 3 次元測量データによる設計・施工計画
● ICT 建設機械による施工
●検査の省力化
これらは順に「測量、設計・施工計画、施工、検査」の工程に対応
規格の標準化（コンクリート工）

2 つ目はコンクリート工における規格の標準化です。

効率的な工法による省力化と工期短縮を目指します。国土交通省は、鉄筋をプレハブ化したり型枠をプレキャスト化したり
することで、型枠設置作業等を無くして施工するといった例を挙げています。
施工時期の標準化

最後は施工時期の標準化です。計画的な事業マネジメントに基づき、平準化を考慮した発注計画を作成する方針が示され

ています。具体的には、これまで単年度で実施していた工事の一部を、年度をまたいで 2 ヵ年で実施。また、年度末にかか
る工事を変更するときには、必要に応じて繰り越し制度を活用するといった取り組みが考えられます。
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大型車のタイヤの脱落事故急増！を防ぐ方法はこれだ！！！
最近多い新聞の記事から「大型車のタイヤ脱落、10 年で 12 倍

95% が歩道に近い「左後輪」」について取り上げたいと思います。

と言いますのも、タイヤ交換時期に入ると様々な事故も増えます。
特にトラックの事故は冬に集中すると言われ、その一つが上記のタイトルにある事故です。
記事内にある国交相担当者のトラック等大型車のタイヤ脱落事故の考察は以下でした。
・冬用タイヤへの交換作業に原因がある。
（タイヤ交換のナットの締め付け不足、長距離運転後の増し締め作業の不足。）
・冬期のスリップ防止策として融雪剤の散布が増えているため、タイヤが痛む。
・
しかし、事情通 T 氏は言います。
（国交相の担当者の考察に加えて言えることと
して、、、）「トラック内の積荷の位置も超重要！！！」とのことでした。
・路面は山状になっていることに注目しよう！
日本は降水量が多い国のため、よく見ると路面は中心部が高く作られていま
す。山状になっているので、雨が降っても道路に水たまりが出来にくい工夫
がされています。
・比較的新しい大型トラック
（おおよそ 2010 年以降）
は新 ISO ナット（ワッシャー
付きナット）になっていますので運転席側も助手席側もすべてのナットが正ネジ（時計回りで締まる、反時計回りで緩む）となります。
に変更された。左側のホイールも正ネジなので進行方向でゆるむ回転になっている。
それに対して、古めの大型トラック（おおよそ 2010 年以前）と 4 トン以下の中型、小型トラックは JIS ナット（テーパーナット）
が採用されていますので運転席側は正ネジ、助手席側は逆ネジとなります。
・走行中にタイヤに負荷がかかるのは右？左？
＜右折時＞
比較的高い速度をキープしたまま、遠心力により積荷の荷重が左側のタイヤに大きく働く。
＜左折時＞
低い速度で左側のタイヤがほとんど回転せずに回り、それに対してよじれるため左側に負荷がかかる。
＜直線走行＞
路肩側 ( 左 ) に傾くため、常に左側のタイヤが右側のタイヤよりも大きな荷重がかかる。
以上のことから、左側のタイヤに圧倒的に負荷がかかるのです！！！
みなさんご存知でしたか？

ホイールナットの締め付けの不備
タイヤの脱落の殆どは、ホイールの脱着してから早い時期に発生しています。
一番多いのはホイールナットの締め付け不足からの緩みが挙げられます。
まず挙げられるのは、
・規定のトルクでナット及びクリップボルトを締めていない
・ホイールナット及びクリップボルトがアルミホイール用、鉄ホイール用を使用していない
・8 穴ホイールに多く、ホイールナットが当たるテパー部分が減っている
・ハブとホイールの結合部分に錆びなどが挟まったまま締め付けてしまった。
・ハブやホイール自体に磨耗があり、ハブとホイールの結合接点に隙間ができてしまう
ＪＩＳ規格とＩＳＯ規格のホイールを間違えて装着してしまう

ホイールボルト（ハブボルト）の損傷
ホイールボルトは消耗品では無いので定期的に交換の義務は現在ではありません。
しかしホイールボルトが折れてタイヤが脱落することもあります。
考えられる原因としては、過積載や過度な衝撃などによるホイールボルトの損傷（亀裂）が原因です。
それと規定のトルクで閉めることが条件ですが締め過ぎにより、ボルト自体が伸びてしまい荷重を支えきれ無くなって折れてしまう
こともあります。
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ピッチ部に潤滑剤を塗って締めたら締め過ぎによってボルトが伸びてしまったということもある

ボルトのピッチ部分へは二酸化モリブテン入りのオイルやグリースなど取扱説明書に記載以外の潤滑剤を使用すると過大な締め付け
となりホイールボルトの折損の原因となります

雨降りに走った後にこういった黒い放射線状のすじ
（鉄ホイールは錆び汁）が付く場合は殆どと言ってよ
いほどホイールナットが緩んでいます。
原因はホイールのハブの接地面の磨耗により緩んだこ
とで、結果的にはホイールを交換しました。
タイヤ脱落の原因はホイールボルト、ナットの緩みが
9 割です。逆に考えれば日ごろの日常点検で防げれる
という事です。
乗務時の運行前点検の中にもある「ディスク・ホイー
ルの取り付け状態のチェック」の項目がありますが空
チェックの人、気をつけて下さいネ～

タイヤ脱落を防止するには
大型車の車輪脱落事故防止の取り組みを進めている日本自動車工業会では一昨年末から昨年２月にかけて、ナットの緩み点検が容易
にできるようするために、国交省と連携して、
「連結式ナット回転指示インジケーター」の活用を促す取り組みを行った。
ホイールナットインジケーターを装着すれば、注意していてもわかりにくいホ
イールナットの緩みを、装着したインジケータの変形や位置が動くことで誰で
も簡単に確認できる。形も連結式やチェックポイントなど様々な種類がある。
誰もが一目で確認できるホイールナットインジケーターではあるが、実際に
装着しているトラックを見かけることは少ない。自動車整備会社をグループに
抱える角田運送（角田正一社長、千葉県市川市）では、保有する全車両にホイー
ルナットインジケーター「チェックポイント」を装着。角田社長は会長を務め
る千葉ト協でも、会員に勧めるほどその効果を認めている。
では、なぜ普及が進まないのだろうか。
「チェックポイント」を１０年前から販売している牧野貿易商会（愛知県名古屋市）の牧野満社長は、
「お金がかかるということと、
見た目の問題が大きいのではないかと考えている」とし、
「ホイールカバーでナットごと覆っているトラックなどもあるので、そうし
たこだわりも普及しない要因だと考えている」という。
また、同様に国内でホイールナットインジケーターを販売しているチップトップジャパン（オスカー・スパゲルト社長、愛知県名
古屋市）では、
「先進国でここまで導入が進んでいないのは日本くらいで、他の先進国ではかなり進んでいる」とし、「日本でも大手
運送会社が導入すれば、それがスタンダードとなって、普及していくのではないか」としている。
「インジケーターの普及にはトラックメーカーの日野自動車や三菱ふそうなどが協力してくれており、新車に無償で装備してくれてい
る」とし、同社では「こうした活動もあって、２〜３年後には普及が進んでいるのではないか」とみているという。
連結式ナット回転指示インジケーター

５０個入りで９０００円程度で販売されている。
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足場の摩訶不思議

シリーズ⑥

// 足場に関するあなたの疑問を解決します //

安全帯の新しい規格「 古い規格の安全帯が使えなくなりました。 その概要を解説してください」
安全帯が墜落制止用器具に
労働安全衛生法 42 条は、 危険、 有害な作業を必要とする機械等のなかで「 政
令で定めるものは、 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、
譲渡し、 貸与し、 又は設置してはならない」 と定めています ( これを構造規格と
いう )。 政令とは、 労働安全衛生法施行令のことで、 その 13 条 3 項 28 号に「 安
全帯 ( 墜落による危険を防止するためのものに限る )」 の記述がありましたが、
今回の改正で名称が「 墜落制止用器具」 に改められました。
安全帯の規格は、 2002( 平成 14) 年に「 安全帯の規格」 ( 厚生労働省告示第
38 号 ) として公示され、 構造や強度 ・ 性能が規定されていましたが、 今回の改
正に伴い、「 墜落制止用器具の規格」 (2019( 平成 31) 年厚生労働省告示第 11 号、
以下改正規格という ) に改められました。 改正規格の適用日は 2019 年 2 月 1 日
ですが、 経過措置として、 旧規格の安全帯 ( 腰ベルト型 ・ フルハーネス型 ) も販
売や使用が認められていました。 この経過措置が 2022( 令和 4) 年 1 月 1 日に終
了することになるため、 旧規格の安全帯は、 その翌日の 1 月 2 日から販売や使
用が禁止されます。
墜落制止用器具の規格改正と並行して、 安全帯に関する JIS 規格 (「 安全帯
JIS T 8165:2012」) が改正され
「 墜落制止用器具 T 8165:2018」が公示されました。
そして、 今後の技術進展に迅速に対応するためとして「 墜落制止用器具の規格」
は性能要求等の大枠を規定し、 詳細な仕様や試験方法等は JIS を引用することに
なります。
また、 労働安全衛生規則は、 一定の場合に安全帯を労働者に使用させること
を事業主に義務付けています。 この「 安全帯」 を「 墜落による危険のおそれに応
じた性能を有する墜落制止用器具 ( 要求性能墜落制止用器具 )」 に変更し、 作業内容や作業箇所の高さ
など応じて、 それに適合する墜落制止用器具を使用することとしました。 同時に、「 墜落制止用器具の
安全な使用に関するガイドライン」 (2018( 平成 30) 年 6 月基発 0622 第 2 号、 以下ガイドラインという )
が公表され、 墜落制止用器具の選定基準が示されたほか、 使用方法や保守 ・ 点検 ・ 保管 ・ 廃棄の基準
も盛り込まれています。
労働安全衛生規則の改正では、 労働安全衛生法 59 条 3 項の特別教育の対象となる業務に、「 高さ 2
ｍ以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、 墜落制止用器具のうちフルハーネ
ス型のものを用いて行う作業に係る業務 ( ロープ高所作業に係る業務を除く )」 も追加されています。
「 墜落による危険の恐れに応じた性能を有する」 ( 要求性能 ) とは
改正規格では、 従来の安全帯に含まれていた U 字つり用胴ベルトが、 身体を作業箇所に保持するた
めの器具であって墜落を制止する機能がないとして除外されました。 U 字つり用腰ベルトとは、 電柱な
どの柱上作業で、 身体を柱に固定する器具のことです。
このため、墜落制止用器具は、フルハーネス型と 1 本つり用の胴ベルト型の 2 種類のみになりましたが、
フルハーネス型の使用が原則とされ、 腰ベルト型は「 墜落時にフルハーネス型の墜落制止用器具を着用
する者が地面に到達するおそれのある場合」 ( ガイドライン )、 つまり一定の高さ以下で使用する場合に
限られることになります。 一定の高さとは、「 6.75 ｍを超える高さの箇所」 ではフルハーネス型を使用し
なければならないとしています ( 改正規格、 ガイドライン )。 また、 建設業では 5m を超える箇所で作業
を行う場合はフルハーネス型が推奨されます ( ガイドライン )。 身体の腰部に着用する胴ベルト型に比べ、
フルハーネス型はランヤードを接続する D 環の位置が肩甲骨の中心辺りにあるため、 その分、 落下距離
が長くなる特徴があるからです。
改正規格の特徴のひとつは、 フルハーネス型のランヤードにショックアブソーバ ( ※ 1) の機能を必然
としたほか、 使用状況に応じて第 1 種と第 2 種を使い分けることを求めていることです。 フックをかける
位置が腰より高くなる場合は第 1 種を、 鉄骨組み立て作業などで足元にしかフックの取付設備がない場
合は第 2 種を使用します。 第 1 種は、 重りを使用した試験で、 自由落下距離 ( ※ 2)1.8 ｍで、 衝撃荷重
4kN 以下、ショックアブソーバの伸び 1.2 ｍ以下、第 2 種は自由落下距離 4 ｍで、衝撃荷重 6kN 以下、ショッ
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クアブソーバの伸び 1.75 ｍ以下の性能を有するものです。
イラストのように、 第 2 種のショックアブソーバは、 フックをかける位置の高さが混在する作業にも使用しますが、 基本的には、 できるだ
け高い位置、 少なくとも腰より高い位置にフックを取り付け、 第 1 種のショックアブソーバを使用することが望ましいとされています。
また、 安全帯の旧規格では、 ランヤードの長さを 2.5 ｍ以下、 フック、 コネクタ等にかかる衝撃荷重を 8kN 以下としていましたが、 改正
規格では胴ベルト型を長さ 1.7 ｍ以下、 衝撃荷重を 4kN 以下に改めました。 胴ベルト型は、
低い箇所で使用し、 フックを腰より高い位置に取り付けて自由落下距離が比較的に短かくな
る作業を前提にしているからです。
墜落制止器具の使用可能な最大質量も細かく設定されました。 旧規格の安全帯は 85 ㎏の
質量の落下試験をクリアした場合に合格とされましたが、 改正規格では 100 ㎏、 85 ㎏、 特
注品の区分があります。
ランヤードの長さは当然、 墜落時に地面に衝突しない余裕が求められます。 ロック機能付
き巻取り式ランヤードは墜落時にロックがかかり、 ランヤードが伸びきらないので低い場所で
の作業に有利です。 さらに、 フルハーネス型のサイズは着用者の体型 ( 身長、 体重 ) に適し
たものであることも求められます。 身体にフィットせず、 遊びが大きいと墜落時の落下距離
を大きくしたり、 吊り下がり時の体勢に影響するからです。
このように、 新しい安全帯である墜落制止用器具は、 使用の状況や着用者の体型に応じ
た適切なものであることが求められます。
安全帯の使用が必要とされる作業
労働安全衛生法 21 条 2 項は「 事業者は、 労働者が墜落するおそれのある場所、 土砂等
が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければなら
ない」 としています。 墜落による危険を防止するための措置のひとつが墜落制止用器具 ( あ
るいは安全帯 ) であることは言うまでもありません。
では、 労働安全衛生規則では、 どのような作業に安全帯を使用させることを求めている
のでしょうか。
作業の種類について言えば次の 3 つです。
く）を用いて作業を行うとき ( 第 194 条 22)

①

高所作業車（ 作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、 又は下降する構造のものを除

②

ロープ高所作業を行うとき ( 第 539 条 7)

③

足場の組立て、解体又は変更の作業で、

足場材の緊結、 取り外し、 受渡し等の作業を行うとき ( ただし、 同等以上の効果を有する措置を講じたときは、 この限りでない )( 第 564
条 1 項 4 号ロ )
いずれも作業に内包する墜落の危険に由来する規定です。
一方、 作業の次の場面では、 作業の種類にかかわらず、 墜落制止用器具の使用が求められます。
「 事業者は、 高さが 2 メートル以上の箇所（ 作業床の端、 開口部等を除く） で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼ
すおそれのあるときは、 足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
２

事業者は、 前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、 防網を張り、 労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜

落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない」 ( 第 518 条 )
「 事業者は、 高さが 2 メートル以上の作業床の端、 開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、 囲い、 手すり、
覆おおい等（ 以下この条において「 囲い等」 という。） を設けなければならない。
２

事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、

労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない」 ( 第 519 条 )
このように、 2 ｍ以上の箇所で墜落の危険がある場合は、 作業床を設け、 その端部に手すり等を設けることが必要で、 それが困難な場
合に墜落制止用器具を使用することが求められています。 作業床の設置や手すりを設けるなどによって安全な作業環境をつくることが何
より大切で、 墜落制止用器具の使用はその代替手段であることを押さえておく必要があります。
※1

ショックアブソーバ

墜落したときに身体にかかる衝撃を緩和する装置。 ランヤードが緊張した時に、 ショックアブソーバが伸びて身

体への負荷を抑える
※2

自由落下距離とは、 墜落後、 ショックアブソーバが作動するまでの距離。 ランヤードの長さにランヤードを接続する部分の身体側と
設備側の高さの距離を加減して計算する。 身体側が高ければ加算し、 低ければ減じる。 自由落下距離は必ず落下する距離である。
一方、 落下距離は、 自由落下距離に墜落制止時のランヤードの伸びや墜落制止器具本体の伸び等を加算した数字。 ランヤードの耐衝
撃性能や器具の着用状態によって左右される。
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山崎馬鞍線（馬鞍工区）橋梁新設工事現場での店社パトロール。当初契約では橋梁下部工１か所及びコンクリー
ト橋上部が主な工事であったが、
本体工事に取り掛かるための事前工事（切り回し道路及び本線の舗装工）が主になっ
ている。本工事の橋梁下部工については、他発注機関の地盤改良工事が完了しなければ取り掛かれない事が判明し
ている。
現地では切回し道路を施工するために近接区画の路床路盤工事に取り掛かった所であった。
重機は適正に配置され、オペレーター同士の施工範囲確認及び安全指示確認方法は適切に指導されていた。

【路床の施工上の留意点について】 ※施工管理者の皆さんも初心に戻って再読して見て下さい。
①

切土路床の施工

切土の路床部分で表面から 30㎝程度以内に木根、転石その他路床の均一性を著しく損なうものがある場合には、それ
らを取り除いて仕上げる。

②

また、切土路床が粘性土や高含水比の土の場合、施工に際してこねかえしや過転圧にならないように留意する。
盛土工法の施工

盛土路床の１層の敷きならし厚さは、仕上がり厚で 20㎝以下を目安とし、施工後の降雨排水対策として縁部に仮排水
溝を設けることが望ましい。

③

この時の１層当たりの敷きならし厚さは、25 ～ 30㎝程度とする。
安定処理工法の施工

安定処理工法は、現状路床土の有効利用を目的として CBR が３未満の軟弱土に適用する場合と、舗装の長寿命化や舗
装厚の低減等を目的として CBR が３以上の良質土に適用する場合とがある。

④

路床に使用される安定処理材としては、一般に砂質土にはセメントが、粘性土には石灰が有効である。
六価クロム溶出量

安定処理工法でセメントおよびセメント系安定材を使用し安定処理した改良土は、六価クロム溶出量が土壌環境基準
に適合していることを確認しなければならない。

⑤

路床の支持力

⑥

CBR の設定方法

路床の支持力は、舗装の厚さを決定する基となるもので、その支持力は CBR 試験によって評価するのが一般的である。
CBR が３未満の路床を安定処理により改良した場合、改良した下の層から 20㎝の層の CBR は、その層の CBR と従来

路床土の CBR との平均値とする。
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⑦

安定処理材の混合

⑧

石灰安定処理に使用する材料

安定処理材は、所定の深さまで混合し、混合中は混合深さの確認を行い、混合むらが生じた場合は再混合する。
安定処理に粒状の生石灰を使用する場合は、必ず 2 回の混合を行うものとし、1 回目の混合が終了した後、仮転圧し
て放置し、生石灰の消化を待ってから再び混合する。

⑨

粒状の生石灰（粒径が０～５㎜）を使用する場合は、１回の混合で済ませても良い。
安定処理材料の室内試験

安定処理材料は、あらかじめ安定処理の効果を必ず室内試験で確認し、経済性や施工性および均一性も考慮して選定
する。

⑩

プルフローリング

施工時の転圧機械と同等以上の締固め効果のあるタイヤローラあるいはトラックを数回にわたり走行させて追加転圧
し、最終の回でたわみを観察、測定して、均一性や不良箇所を確認するもので、追加転圧とたわみ観察が目的である。
不良と思われる箇所については、必要に応じてベンケルマンビームによるたわみ量の測定を行う。

⑪

ベンケルマンビームによる測定結果と処置

ベンケルマンビームにより測定された、たわみ量が仕上がり後の路床および路盤の許容量を超過する場所については、
不良部分を掘削して取り除き、良質な材料と置き換えるか、密度効果を上げるため掘削した材料を用いてよく乾燥させ
た後に再転圧を行う。

舗装工事業ではケガ・死亡リスクや第三者賠償リスクが潜んでいます！
実際に起こった舗装事故中の事故事例をご紹介します。
■道路舗装修繕工事中、ブレーキが故障していたロードローラーに、作業員がひかれて死亡。
■アスファルトフィニッシャー前方にいた作業員が段差に足をとられて転倒。それに気づかずオペレーターが運転を開始したところ、
転倒していた作業員がフィニッシャーに足を挟まれ骨折。
舗装工事業では、上記のようにロードローラーやアスファルトフィニッシャーなどの割と大きな建設機械を使用することが多く、そ
の操作中に労災事故が起きやすいのが特徴です。
賠償事故事例
■路面切削してある工事中の舗装道路に、豪雨や走行車両により穴が開き、一般車両が通行した際に、ホイールと車体を傷つけた。
■舗装板を撤去し、段差擦り付けを施工する準備をしていたところ、自転車が施工箇所を通過し、段差擦り付け部で転倒。自転車に乗っ
ていた人が負傷した。
上記のように、一般車両への対物事故や施工中に起こる近隣住民への対人事故なども起きています。

【ＫＹ活動における４ラウンド法】について解説します。
１．
『現状把握』で、現場や職場にどんな危険がひそんでいるのかを従業員全員で話し合い、共有します。
２．
『本質研究』で「現状把握」で出てきた危険因子から重要だと思われるものを選び、その原因について話し合います。
このときに紙などに危険要素を書き出しながら行うと参加者全員がわかりやすく、原因の共有もしやすくなります。
３．
『対策樹立』では、
「本質研究」で挙がった危険ポイントをどのように解決するのかを話し合います。この時に複数の意
見が挙がるよう、参加者全員が意見を出し合うことが大切です。
４．
『目標設定』で、
「対策樹立」で挙がった解決策を具体的な目標に落とし込み、現場で行う重点実施項目にします。実施
項目は目標を達成できるよう、日々従業員全員で復唱して実践を心がけるとよいでしょう。
ＫＹ活動において最も重要なことは、作業員が現場にどのような危険が存在するか認識し危険への対策方法を知り、現場
の安全を守ることにあります。
このように企業主体で日々の事故予防リスク対策をとることはもちろん大切ですが、起こってしまった労災事故や賠償事
故に対しての備えも重要です。労災の上乗せ保険や、使用者賠償保険、企業賠償責任保険などに加入しておくと、万が一の
トラブル時の大きな支えになります。
15

施工計画書と施工要領書と作業手順書の違いを理解しているか？
各工種別に施工についての内容を記した書類には

●施工計画書
●施工要領書
●作業手順書

があるけど、この３つの違いってあなたは理解しているかな？

よくある間違いは、施工計画書と施工要領書。施工要領書と作業手順書。についての混同が起き

ている。

だから、今回はこの２つの書類についてお伝えいたします。
まずは、施工計画書だけど、施工計画書というのは、現場監督である元請けが「このよ

うに施工したい」という計画を書類にしたものである。
次に、施工要領書と言うのは、協力業者

るのか？を記した書類である。

( 専門業者 ) が実際にどのように施工す

つまり、協力業者の立場での実際の施工方法や使用材料、品質管理などが記載されているのだ。

更に、施工要領書と言うのは、元請けの施工計画書に沿って作成されるのが「本筋」である。
まずは、
「現場としての大前提の方針」が施工計画書で記載されていて、その方針を実際にどのように実現させるか？

が施工要領書の本来の姿であると私は感じている。

最後に、作業手順書とは、施工要領書と混同しやすいけど、施工要領書がどちらかと言うと、品質確保について重きを置いている

のに対して、作業手順書は、安全に作業を行なうための手順について書かれているのである。

だから、作業手順書は、安全パトロールで確認されるし、リスクアセスメントについての記載の有

無は問われるが、施工誤差の記載については問われることはない。

なぜなら、例え、許容誤差以上に取付けをしてしまっても安全に作業をしたのであれば、作業手順書の順守と言う意味では、全く

問題ないから。

だから、施工計画書・施工要領書・作業手順書の３つをしっかり区別しておいください。
施工計画書と施工要領書と作業手順書の違いとは、

施工計画書は、元請けがどのように施工するのか？また、したいのか？を計画する書類である。

それに対し、施工要領書とは施工計画書を受けて、専門業者が実際にどのように作業を行なうかの作業の要領を記したものである。
更に、作業手順書とは、施工要領書がどちらかと言うと「良い品質」を確保するために記されている事に対し、作業手順書とは、
「安

全に作業」をするためには、どのような手順で作業をすると良いのかについて記した書類である。

実際の現場では、先ほどの３つの書類の意味が理解されておらずにあいまいになっている現場が時より存在する。

みなさんは、施工計画書と施工要領書の違いについて理解できましたか？
2 つとも施工を始める前に作成する書類ですよ
おさらい：施工計画書とは・・・

『施工計画書』とは、公共建築工事標準仕様書の 1.2.2 に記載がされている内容によると

品質計画，一工程の施工の確認及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書を，当該工事の施工に先立ち
作成し，監督職員に提出する。
ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。
施工計画書とは公共建築工事標準仕様書に示されている通り、品質計画に重きを置き、施工者 = 元請が各工種を
どのように施工するのか ( 施工したいのか ) をまとめたものです。
施工計画書に記載する内容は、次ページの通りです。
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●工程表

●品質管理計画書

●施工要領書

●その他

また、施工計画書あくまでも施工する建築物の図面や仕様書に基づいて計画し、作成するものです。
つまり、どの工事に置いても共通して作成されたものではなく、対象工事について具体的に検討した上で作成し

なければなりません。

例えばコンクリート工事であれば、工事によって配合や打設条件、プラントの場所などの条件が変わって来ます。

その現場のコンクリート工事に合った計画書を作成するようにします。

施工計画書はどの工種について作成する必要があるか？

もちろん全ての工種について作成するのがベターですが、監理者の指示に従いましょう。
仮設工事については、基本的に必要ないことが多いです。
工事や監理者によっては品質計画の必要のない足場や山留めなどの仮設工事についても、作成しなければならな
い場合もありますので良く確認しましょう。

施工計画書はいつまでに作成するのか？

最終期日はもちろんその工種の施工に入るまでですが、施工計画書は監理者、工事によっては施主に承認を得な

ければなりません。
つまり施工計画書は監理者に提出してから、チェック→修正という流れになりますので、その期間も見込むと、
施工に入る 3 週間前には提出すると良いでしょう。
おさらい：施工要領書とは・・・

上記で述べたように、施工要領書は施工計画書に含まれる書類として扱われます。
内容としては、元請が作成した施工計画を実行するために、実際に施工する業者がどのようにして工事を進めて行
くかを記入したものになります。
記載する内容としては以下の通りです。
●使用材料

●搬入出計画

●施工手順

●施工上の注意点

●品質管理の方法

施工要領書は協力会社の立場で記載する書類であるという事がポイントです。
施工計画書と同様に、実際に施工する建築物の工事に対して具体的に検討する必要があります。
たしかにさまざまな現場でも共通する部分はありますが、どの工事でも共通して使い回しするものではありません。
よく他の現場のものを工事名だけ変えているような施工要領書を見かけますが、それは現場に則しているとは言え
ないので NG です。
施工計画書のひな形は、日建連のホームページで施工計画書の参考書式が公開されているので、参考にしてください。
https://www.nikkenren.com/about/kansai/sekoukeikaku/
あくまで参考書式なので、現場に則した形で編集して使用しましょう。

施工計画書は「元請がどのように施工したいのか？」ということを計画す
る書類。

施工要領書は元請が作成した施工計画書を受けて、
「実際に施工する業者が
どのように施工していくのかを記載するもの」で、施工計画書の一部とし
て扱われる。

間違っても、監理者に施工要領書をそのまま提出して
『この計画で施工します！』
なんて事になってはいけません。
元儲けとして、設計図どおり、仕様書どおりに施工するためにどのように
計画するのかを示さなければなりません。

以上施工計画書と施工要領書の違いでした。
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知っておきたい！ドローン新制度「機体登録制度」まるわかり

※写真の ID は、ダミーです

2020 年 6 月に公布された改正航空法により、無人航空機（ドロー
ン）の機体登録制度が創設されます。それに伴い、2021 年 11 月
25 日に発表された「無人航空機登録要領」により 2022 年 6 月 20
日に義務化される登録制度の内容が明らかになりました。
機体登録しないとどうなるの？リモート ID ってどうしたらいい
の？など、機体登録制度はドローンを趣味で楽しむ人も仕事で活
用する人も気になる点がたくさんあると思います。そこで今回は、
気になる機体登録制度の内容をざっくりと読み解いて行きたいと
思います。

機体登録制度ってどんなもの？

2022 年 6 月 20 日以降は、基本的に全ての無人航空機の機体登録が義務となります（100g 未満の機体、研究開発

中の機体、屋内を飛行させる機体は除く）。 国土交通省発行の登録記号を記したラベル等を貼り、
「リモート ID」機能を搭載
する必要があります。機体登録の義務を怠ると、50 万円以下の罰金または 1 年以下の懲役が課されます。

なぜ機体登録制度が必要なの？
近年、ドローンの利活用が進む一方で航空法違反事案や事故が多
発しています。航空法違反による検挙数は 2016 年は 36 件だった
のに対し 2018 年には 82 件に、国土交通省への事故報告数は 2016
年は 55 件だったのが 2018 年には 79 件、2021 年は 10 月時点で
86 件に増加しています。
また、2019 年には空港周辺でのドローンらしき飛行物体の目撃に
より滑走路が一定時間閉鎖される事案も発生し、航空の利用者や
経済活動に多大な影響を与えました。これらのことから、ドロー
ンの所有者把握の仕組みをつくることにより、事故等の原因究明や安全上必要な措置の確実な実施を図り、さらなる安全の向上を目
指す…ということが機体登録制度創設の目的です。
2022 年にはレベル 4（有人地帯における目視外飛行）の解禁によりドローンの利活用がさらに進んでいきます。そのためには、安全
性のさらなる向上が必須になるということになるわけですね。

機体登録の対象となるドローンは？
機体登録は、基本的に 100g 以上の全てドローンが対象となります。現行法では 200g 以上が「無人航空機」という定義となり改正
航空法の主な対象ですが、2022 年 6 月 20 日より無人航空機の定義が機体重量 100g 以上となります。これにより、今までは 200g 未
満で「模型航空機」とされていたドローンが「無人航空機」となり、改正航空法の主な対象となるだけでなく機体登録も必要となります。
したがって、現行法では模型航空機となる 199g の DJI Mini2 や Mavic Mini も 2022 年 6 月 20 日から無人航空機です。
199g の高機能ドローン DJI Mini2
また、逆に安全上、問題のある機体は登録をすることができません。DJI や Parrot などのメーカーが製造した機体はメーカーが国土
交通省に「登録の要件（≒安全性）を満たした機体」を申告することになっていますので、各メーカーが申告し、国土交通省が登録
の要件を満たしていると判断された機体は登録ができます。しかし、メーカーが申告をしなかった機体（古い機種など）や、自作機
等で登録の要件を満たしていない機体は登録することができない＝飛ばすことができないので注意が必要です。
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どうやって機体登録するの？どれくらい有効なの？
登録申請は「ドローン情報基盤システム」によりオンラインで提出するか、郵送により提出することができます。登録は
3 年間有効で、3 年を超える場合は「登録の更新」も可能です。もちろん、機体の仕様変更等による「登録の変更」や機体
の売却や廃棄等による「登録の抹消」も申請することができます。
また、修理によって同じ部品を使ってアームやプロペラを交換するような場合は特に問題ありませんが、機体のシリアル
No. が変わった場合は「別機体」として新規登録が必要になりますのでご注意ください。

機体登録に料金はかかるの？
機体登録には手数料納付が必要になります。
金額は申請方法（オンライン or 郵送）や本人確認方法によって異なります。
納付はクレジットカードか（本人確認を郵送で行う場合を除く）、Pay-easy
による銀行 ATM またはインターネットバンキングとなります。

申請方法

人確認方法

オンライン

マイナンバーカードに記載された電子証明書を送信する
G ビズ ID のアカウントにログインする

1 機目

2 機目以降

900 円

890 円 / 機

900 円

890 円 / 機

顔認証を実施する

1,450 円

1,050 円 / 機

本人確認書類を郵送する

1,450 円

1,050 円 / 機

本人確認書類を郵送する

2,400 円

2,000 円 / 機

運転免許証またはパスポート及び顔面の画像データを用いた

郵

送

※「2 機目以降」は申請者が登録又は更新申請を同時にする無人航空機の数が 2 機以上の場合に限る
価格表を見る限り、オンラインで個人はマイナンバーカードを、法人は G ビズ ID を使い、所有している登録対象の機体を
全て同時に機体登録申請をするのがよさそうです。
何を登録したらいいの？
機体登録に必要な項目は下記のとおりです。おおまかに分けても 17 項目あります。
１. 無人航空機の種類（飛行機 / ヘリコプター / マルチコプター…など）
２. 無人航空機の形式
３. 無人航空機の製造者
４. 無人航空機の製造番号
５. 所有者の氏名又は名称及び住所
６. 代理人により申請するときは、その氏名又は名称及び住所
７. 使用者の氏名又は名称及び住所
８. 申請の年月日
９. 無人航空機の重量の区分（25kg 未満 / 25kg 以上）
10. 無人航空機の改造の有無
11. 所有者の電話番号、電子メールアドレス
12. 法人・団体の場合の所有者の氏名並びに部署名及び事務所所在地
13. 使用者の電話番号、電子メールアドレス
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14. その他の連絡先として、法人・団体の場合の使用者の氏名並びに部署名及び事務所所在地
15. リモート ID 機能の有無
16. 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告（メーカー機はメーカーで申告）
17. その他国土交通大臣が必要と認める事項
イ）所有者の生年月日
ロ）所有者の法人番号
ハ）無人航空機の製造区分（メーカー機 / 改造した機体 / 自作した機体）
ニ）
「改造した機体」又は「自作した機体」の場合は無人航空機の重量及び最大離陸重量
ホ）
「改造した機体」又は「自作した機体」の場合は無人航空機の寸法
へ）
「改造した機体」又は「自作した機体」の場合は無人航空機の写真
※「使用者」は無人航空機を飛行させるものとは異なり、無人航空機の使用責任・管理責任をもつものリモート

ID ってなに？

リモート ID は現在国内でも開発中の無人航空機の登録記号を遠隔から識別するための機能で、内蔵型と外付型の 2 タイプのいずれか
を搭載する義務があります。11 月に開催された国際ドローン展では TEAD のブースで外付リモート ID 端末のモックが展示されてい
ました。
TEAD 製外付リモート ID 端末のモックアップ。
サイズ：40 × 30 × 14mm、重量 12g、約 8 時間動作する予定
Bluetooth や Wi-fi で 300m ほど通信（Bluetooth 5.X, Wifi Aware, Wifi Beacon）する機能を持ち、専用受信機やスマートフォンなど
で機体登録番号、製造番号、位置や速度の情報、時刻、認証情報を受け取ることができます。
ドローンへのリモート ID 機能の搭載は世界的な動きにもなっていますので、現状発売されている機体でもファームウェアのアップ
デート等で（ハードウェアの追加なく）Wi-fi を介したリモート ID 機能の搭載が可能な場合があります。ただし、現状ではまだ各メー
カーとも国内のリモート ID 対応に対して明確な情報発信をしているところは多くありませんので、引き続きウォッチしていきたいと
思います。

外付リモート ID 端末の搭載が難しい機体はどうしたらいいの？
現在開発されている外付リモート ID 端末は 12g 程度になる予定です。
機体の構造や、そもそもの積載重量の問題（機体重量が 100 〜 200g
くらいの小型機体など）で外付リモート ID 端末の搭載が難しい場合
でも、
●事前に国土交通大臣に届け出た区域の上空において必要な措置を
講じて飛行
●係留した状態で飛行
●法執行機関が警備その他の特に秘匿を必要とする飛行
● 2021 年 12 月 20 日〜 2022 年 6 月 19 日に初回登録申請が行われ
た機体での飛行
は認められます。ですので、12 月 20 日から先行して行われる登録
申請はぜひしておいてください。登録の要件を満たしている機体で
あればリモート ID 機能の搭載なしでもしばらく飛行させることができます（後述の機体登録番号の物理的表示は必要です）
。

登録記号（機体登録番号）の表示は必須！ 2022 年 6 月 20 日以降の機体に必要なこと
機体登録申請が通ると「JU」から始まる 12 桁の登録記号（大文字アルファベット＋数字）が割り当てられます。無人航空機の所有
者はこの登録記号を物理的に機体に表示する義務があります。登録記号は、所有者不明の機体を拾得したときなどに確認するものに
なりますので、耐久性のある方法で鮮明に表示する必要があります。
具体的には…
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次ページ

●シール、油性ペンでの記載、刻印、塗装などの方法は自由（かんたんに消えない方法）
●表記する場所は胴体のわかりやすい場所で、ドライバー等の工具を用いずにかんたんに取り外しできない場所
（バッテリーの蓋等は NG）
●墜落時に飛散しにくい場所（アームなどは折れて紛失する場合があるので NG）
●記載数字の高さは 25kg 未満：3mm 以上、25kg 以上：25mm 以上
となっています。DJI の機体で例えると、Mavic 3 の胴体上部に 3mm 以上の高さの文字で擦れても容易に消えないラベルシールを貼
る…というイメージです。Mavic 2 シリーズや Air2s などは機体上面後部はバッテリーを取り付けているので、そのバッテリー上面に
登録記号を記載していては NG です。その場合は機体上面の前方などに貼り付ける必要があります。

Mavic 3 への記載例。
機体筐体表面がザラザラしていて貼付けにくいので工夫が必要かも
また、上記に伴い、飛行前確認に登録記号の表記が適切になされているかという確認も必要になります。1. 表示されている登録記号
に汚れ、かすれ、剥がれ等がなく、明瞭に判断できるか
2. 飛行しているときにリモート ID 機能により電波が発信される状態であるか
3. リモート ID が外付けの場合は適切に取り付けられているか
これらの確認を良好な状態で確認してから飛行する必要があります。

規制と利活用のバランスを大切に。そのためにはユーザー側の意識向上も必要
アクセル（利活用）とブレーキ（規制）のバランスは大切です。ブレーキの効かない乗り物は凶器となってしまいます。今回の機体
登録制度は、よりアクセルを踏むために必要なブレーキとなります。普段からルールを守っている方にとっては負担が少し増えるか
もしれません。しかし、ルールをしっかりと守っている人ばかりでないことも確かなので、今後のドローンのより発展的な利活用に
必須の基礎ルールとなることでしょう。
また、単純な規制だけではなく、緩和的な措置も用意されているのも見逃せません。事前登録によるリモート ID 搭載免除だけでなく、
今回は趣味で楽しんでいるラジコンユーザーに対しては、ラジコンクラブやラジコン団体による一定の管理下にあることを条件に緩
和措置が取られています。これらの制度をよく理解して活用することでユーザー側の負担を一定程度軽減することも可能かと思いま
す。
泣いても笑っても 2022 年 6 月 20 日より始まる機体登録制度。まずは 12 月 20 日から始まる事前登録を活用するところからスタート
しましょう！
参考資料：

インターネットの検索エンジンで下記の用語を検索してください

国土交通省「無人航空機登録要領」
国土交通省「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案」
国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」
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ショートストーリー ” 猫井川ニャンの HH 白書 ” 新連載
こんなヒヤリハットがありましたので、対策とともにご紹介したいと思います。
㈱ HHC は、総合建設業の会社です。土木工事から、コンクリート、建築のなど、どんな仕事でも、いい仕事をするので、
あちこちの会社から声がかかり、仕事を請負っています。
そんな HCC の若手作業員、猫井川ニャン（27 歳）は、今日は市街地で下水道管工事の現場に来ていました。
作業するメンバーは、職長の犬尾沢ガウ（36 歳）と、ベテランの兎長耳ぴょん（58 歳）、保楠田コン（46 歳）でした。
仕事の内容は、小型のショベルカーで幅 30cm、深さ 1.8m まで掘り、そこに直径 50mm の 塩ビ製下水道管を布設してい
くものでした。
朝、現場に 4 人は到着し、まずは犬尾沢が中心となって、作業内容の確認などの打ち合わせを行っていきます。
「・・・という感じで、今日の作業を進めていきます。
俺が掘ってくから、兎耳長さんと、猫井川は配管をやっていってくれ。配管を置いたところから、埋めてくんで、重機には
近づかないように。兎耳長さんは工事写真を撮って、猫井川は黒板書いてくれ。
危険がないように、穴の出入りは脚立を使うように。あと、猫井川！ヘルメットはあご紐をちゃんとつけるようにな！」
犬尾沢に指摘された、猫井川はちょっとバツが悪そうにして言いました。「わかってますって・・・」
少し場がほぐれたところで、犬尾沢の、「では、今日もご安全に！」という号令のもと、作業を着手しました。
作業は、最初に交通規制を行ってから、始めました。犬尾沢がショベルカーに乗り、舗装をめくり、穴を掘っていきます。
掘った土は、保楠田が運転するダンプカーで運び出していました。
さて大体穴はが所定の深さまで掘れてきたので、いよいよ下水道管を置いていきます。
「兎耳長さん、猫井川、配管を始めてくれ。くれぐれも、重機に近づかないようにしてくれよ。」
「よし、やるか」と兎耳長が言い、二人は穴の中に入りました。 穴の中では掘削床を均し、配管を置いていきます。
犬尾沢が掘り、保楠田が土を運び、兎耳長と猫井川が配管を布設する。作業は順調に進んで行きました。
お昼が近づいてきたところで、犬尾沢は全員に、「そろそろ昼にしましょうか」と言い、昼食休憩に入ることになりました。
全員作業場から、少し離れた休憩所まで歩いていた時に、兎耳長が猫井川に、「あ、カメラを穴の中に忘れた。すまん、猫
井川取ってきてくれないか？」と言いました。
猫井川は、
「いいですよ」と受けおい、すぐに作業場まで引き返しました。
その様子を見た、犬尾沢は猫井川に、「穴の中に入るなら、一応ヘルメット被って、入れよ。」と声をかけました。
猫井川は「ハイ、ハイ」と軽く返事をしながら、作業場に向かっていきました。
穴の側につくと、一応ヘルメットもありましたが、少しの時間だし構わないだろうと思い、無視しました。
そして、少し離れた脚立のところまで行くのが面倒だったので、その場から穴の中に飛び込みました。
穴の底までは、約 1.8m。さらに着した場所も不安定だったので、着地した瞬間、足をぐにゃりとして、尻もちを付いてし
まいました。
さらに間の悪いことに、土壁のところから、こぶし大の石が猫井川に向かって落ちてきて、顔をかすめたのです。
びっくりして「に ” ゃっ」と悲鳴をあげる猫井川。
悲鳴を聞いて、慌てて戻ってきた犬尾沢は、穴の底でへたり込んでいる、猫井川を見、状況をすぐに理解しました。

「
「だから言っただろうが！」

何とか足が回復して、地表に出てきた猫井川を待っていたのは、赤くなった額と犬尾沢の説教でした。
猫井川にゃん、その日の昼食は、少ししょっぱく感じたのでした。
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さて、何となくお話風にしてみました。
猫井川にゃんという名前がふと浮かび、どうしてもを使ってみたかったのです。
まあ、それはよしとして。
では、このヒヤリハットと、対策について考えてみたいと思います。

今回のヒヤリハットは、
「土壁からの落石にヒヤリ」ですね。
深さが 1.8m の掘削ですので、作業主任者は必要ありません。
しかし、１.8m の深さだと、人一人がすっぽり頭まで入ってしまう程の深さではありますね。
結構な高さだとわかりますよね。
作業主任者ではありませんが、この現場では、犬尾沢が職長として、現場を仕切っていました。
今回は、落石が顔の横をかすめただけでしたが、こぶし大の石となると、結構な大きさです。
頭にあたったりすると、死ぬことはないかもしれませんが、かなりのダメージになりますよね。
猫井川はちょっとスコップを取りに行くからと、ヘルメットを被らずに作業場に入りました。

こういう掘削作業は明かり掘りというのですが、明かり堀作業を行う場合、作業者は保護帽（ヘルメット）を着用しなければなり
ません。

ヘルメットがあれば、落石が頭にあたったとしても、ガードしてくれるので、ちょっとした時間でもヘルメットは被ったほうがいいです。
もう一点、脚立を使わずに穴の底に飛び降りたので、足首をぐねってしてしまいました。

1.5m 以上の高さがある場合は、昇降設備を使わなければなりません。
この場合であれば脚立ですね。

穴の底は狭いのですので、足の踏み場も充分でないことが多いです。ジャンプは避けたほうがいいですね。
さて、さらにより落石を防ぐためにできることといえば、作業方法を検討することです。
明かり掘りで掘削する場合は、勾配をつけなければなりません。
ちょうど逆台形の形で、掘っていくわけです。
勾配の角度は掘削の深さや地質によります。
今回のケースであれば、岩盤などではありませんが、2m 未満なので 90°でも構いません。
スペースなどの余裕があれば、多少角度をつけてもいいですけどね。
土壁が 90°
と 60°
であれば、岩がボトンと落ちてくる危険性は違いますよね。
また、土止め支保工を設置することで、落石や土壁の崩れを防ぐことができます。
しかし、今回のように短期で小規模のものであれば、土止め支保工までは不要かもしれません。
土質が崩れやすいなどの状況に応じますね。
あと、落石を防ぐ方法としては、作業中でもグラグラしている浮石や落ちそうな土の塊があれば、先に落としてしまうほうがい
いですね。そうすると作業中に落下してくる危険はさけられます。
さて今回のヒヤリハットと対策をまとめてみたいと思います。

ヒヤリハット

穴の底に飛び降りたら足を捻り、悶絶してたら落石が顔をかすめた。
1. 保護帽（ヘルメット）を着用する。

対策

2. 脚立などの昇降設備を使う。
3. 浮石などはあらかじめ、取り除く。

さて、また猫井川にゃんのヒヤリハットは機会があれば、書いてみたいと思います。
絵心があれば、イラストの 1 つでも描けるのでしょうが、残念ながらそんなものはないのが悔やまれてなりません。
23

安全帯フックかけ忘れによる高所作業現場の転落事故防止

フルハーネス型などの墜落制止用器具にカンタン取り付け

【労働安全衛生法改正】
今年 1 月に墜落制止用器具について法律改正があり、 高所作業の安全確保に関心が高まっています。

安全帯の使用状況を見守る最新システム
機械の目がヒューマンエラーを防止する――イプロンⅡは藤井電工が株式会社富士通九州システムズと共同開発した最新の安全管
理ソリューションシステム。
安全帯に取り付けられたセンサーが使用状況を監視し、フックが外れている場合にはスマートフォンで作業者に警告を通知。
さらに、クラウド上にデータが蓄積され、包括的に分析・管理することによって作業現場全体の安全性の向上に役立ちます。
これまで作業員の注意力に頼ってきた安全管理・労働災害の未然防止をイプロンⅡが強力にサポートします。
スマート安全帯ソリューションの概要

安全帯使用状況の見える化、注意・危険状態のアラート機能により作業者の安全を確保
見える化による牽制機能により、作業者の安全意識の向上を目指し、労働災害の未然防止を推進
スマート安全帯 ( 作業員 )
特長
１）作業者のフックの状態を検知し、不安全状態の場合、『警告』又は『危険』を意味するブザー音で作業者にフックの使用を促すこ
とができます。
２）作業終了後、作業者毎の安全帯の使用状況の履歴を確認できますので、不安全作業を行なった作業者に注意することができます。

安全帯アプリ
スマート安全帯１セットの情報を取得し、クラウド基盤へ送信するために必要なスマートフォ
ンのアプリです。
スマート安全帯の状態検知・通知機能
スマート安全帯のフックの状態をリアルタイムで取得することで、フックの状態検知を行います。スマートフォンの画面では、スマー
ト安全帯の各フックの状態をアイコンで把握することが可能です。
「警告」
「警報」の状態を検知した場合、スマートフォンの音を発
動させて知らせます。
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当然データの収集・モニタリング・状況把握・見えるか機能満載です。

株式会社富士通九州システムズ

吉川産業のシステムは、 安全帯フックをフックホルダから外していない状態を検知し、警報音で現場に知らせることで作業者に墜落
制止用器具の適切な運用を促すシステムです。
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整理整頓が重要な理由

職場の「デスクトップ」は片付いていますか？整理整頓編
職場で言うデスクトップとは２つのことをさしている。

１つは、パソコンのデスクトップ。

もう１つは、デスクのトップつまり机の上。
これは、建築の現場だけでなくビジネスマン全般に当てはまる話しである。
毎日、次々と振りかかる仕事。
やってもやっても減ることはなく、増えていくだけ。
一方パソコンはというと、毎日来る鬼のような数のメール。それの返事や、添付書類を確認するだけでもかなりの時間を要
する。

忙しくなってくると、パソコンのデスクトップのファイルの数も、机の周りも散らかってくる。
これは、全て私の話しである。あなたはどうですか？
いつもパソコンのデスクトップは綺麗ですか？机の周りはいつも綺麗ですか？もし、綺麗であれば素晴らしい。
でも、私は中々無理なんだよね。といっても、別に汚いわけでもない ( と自覚している )。
ただ、仕事柄、チェックしなくてはいけない入札公告、図面や公共計画書や書類など次々に机の上にポンと置いてある。
メールも取り敢えず、ダウンロードしたけど未チェックのファイルも。
ではどうするの？
私は自分のルールを設けている。
例えば
この関係の書類はここ。未処理の書類はここ。処理済みの書類はここ。至急処理しなければいけない書類はここ。と置き場
を決めている。
だから、
あれっ？と思った時に書類を探す時間はかからないし、
「ここの書類は捨ててもいい」とか「ここは絶対捨ててはダメ」
とかの場所も決まっているので間違って捨てることもない。
忙しくなって自分の周りに仕事が溜まっていくと情報を整理するルールは絶対に必要。
何故なら人間には能力の限界があるから。
皆、スーパーマンでもロボットでもないよね。もちろん私もそう。
そして、実は仕事が出来る人も出来ない人もキャパシティー自体はそんなに違わないのではと感じる。
その処理方法が上手いかどうかがだね。と周りの色んな人をみて感じる。
だから、このやり方スゲ～。と感じる人も中にいる。

違うのは、やり方のノウハウが違うだけでその人自体はそんなに違わないよ。やり方が少し違うだけだよ。
ここで、キャパオーバーになった時にいつも私がやっている方法を１つ紹介しよう。

それは、自分でボーダーラインを自分で決めて「それを少しでも超えたら、どんなに忙しくても片付けること」
「そして、全てのやる事を書き出すこと」※パソコンデスクトップに付箋ソフトで書き込むのもＯＫ
これは、
「どんなに忙しくても」が非常に重要。そんな状態で、仕事続けてても、絶対にうまく進まない。
だから、
「あえて」片付ける。※事務所内の模様替えも整理整頓するにはもってこい。
そして、
「やることを全て書き出す」これは、いつも私がやっているんだけどメチャメチャ有効だよね。
書き出すことで
・やることの全貌がわかる
・やることの順番がわかる
というメリットがある。
大体、仕事が多すぎて訳が分からないという人の９割が「やることの全貌が分かっていない」だから、オーバーフローする。
つまり、忙しくても、仕事の全貌が分かれば作業の優先順位も、他人に依頼するべきことも分かる。
だから、頭がパニックになって来たら「一旦全ての仕事を書き出してみる」ということが非常に重要。
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職人さんに信頼される為に実践する。たった１つのポイント
あなたは職人さんに信頼されていると感じますか？
そこで、もし「う～ん」と首をかしげたならこの話を聞いてほしい。
「○○さん、この材料がもう無いんだけど、何処にある？」「○○さん、ここの納まりが分からないんだけど…」と、
全くあなたの担当でもない職人さんから聞かれたときあなたはどういう行動に出ますか？

●自分の担当じゃないんで…。
●自分では分からないので…。

●この材料は何処にあるのか分かりません。
と答えていないかな？
では、もしあなたが逆の立場だったら、どう思うかな？「助けて欲しい」と思わないかな？私は、思うよね。
だって「本当に困っているから質問しているのだから」
「切羽つまっているから、担当でもないのに聞いているのだから」
でも、これは頭の中では皆分かっている。

同じ質問をすると、９割以上の人が「聞かれた事は、答えるようにしてます」
と、事務所の中では言うよね。
それは、「分かっている」からでも、
「出来ていますか？」
この質問をした途端、９割の人は目をそらす。
あなたはどう？
そう。
職人さんに信頼されるたった１つ。これだけやれば良いポイントは「職人さんの困っている事に、きちっと対応すること」
たった１つ。これだけ出来れば信頼される。
何故なら、
「あいつに聞けば、何か反応がある。答えが返ってくる」と感じるから。
これは

決して、自分が１から１０まで答える必要はない。
自分の分からないことは、分かる人に聞けば良い。
目の前で、電話して「答え」を教えてあげる。
材料がなければ、目の前で「注文」する。

１人で難しそうに作業していたら、そっと手を添えてあげる。
それだけで良い。それだけで良いのです。

それだけで、自分の要求に応えてくれた姿勢をその職人さんは感じる。
「あなたの反応」を実際に見ている。
自分の言ったことで、
「人が実際に動く」という事を見るのは、非常に気持ちが良い。
だから、あなたは感謝される。
もし、次に、その職人さんが困ったら、今度は「たまたま通りかかった ” あなた ”」ではなく

「私の事を分かってくれる ” あなた ”」を目で探すだろう。
そして、お願いをするはず。それが、
「信頼」である。
しかし、現場の中は忙しい。
いつも答えてあげるのは、至難の業である。

でも、今までしてこなかった人は、まず１日１回から、実践してみよう。
実践して、
「ありがとう」と言われるのは気持ちのいいものである。
そして現場で働いているあなたは、技術者であると同時に「会社の営業マン」でもある。
実は、どの作業員さんも、あなたとあなたの会社のレベルをいつもめちゃくちゃシビアにチェックしているよ。
でも、営業マンとしての意識をあなたはきっと、持っていないはず。
しかし、もしも、あなたが「技術者」＋「営業マン」としての意識を持つことが出来るのなら、かなり「所長クラス」に近づいてい
ると感じるよ。なぜなら、所長の仕事の何割かは、実は「営業」なのだから。
更に「営業職」で必要なスキルの 1 つに、自分に対して有利な条件を保ちながら相手を「納得（説得）」するスキルがあるよね。
職人さんとの信頼関係を築く上では、
「職人さんを Win-Win の関係を保って納得（説得）させること」は絶対に必要なことだからね。
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中掘り杭が根固め前に大きく沈下
工事の概要とトラブルの内容
宅地造成の逆Ｔ型擁壁の基礎として、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
700mm・杭長 37 ｍ・掘削長 40ⅿで、杭の構成は、下杭（A 種）11 ｍ、下中杭（A 種）10 ｍ、上中杭（A 種）10 ｍ、上杭（C 種）
6 ｍであった。施工地盤は、GL-3.0 ｍまでは埋土層、GL-13.5 ｍまではＮ値 0 ～ 2 のシルト層、GL-18.4 ｍまではＮ値 12 ～
20 の細砂層、GL-27.2 ｍまではＮ値 2 ～ 4 の粘土層、GL-33.5 ｍまではＮ値 15 ～ 28 の細砂層、GL-38.7 ｍまではＮ値 15 ～
27 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-4.5m であった（図 -1）。基礎杭の打設機械は、
全装備重量 112 ｔの三点式杭打機であった。
基礎全体（全２２本）の４本目の杭が、上杭を上中杭に接続してヤットコで所定の深度まで中掘り沈設している途中で、大
きく沈下（自沈）した。杭頭の位置を検尺して確認したところ、設計よりも 900mm 沈下していることが分かった。
また、当該杭の沈設時の施工状況では、３本目までの杭とは以下の点が異なっていることが分かった。
・上杭沈設時の排土量が３本目までと比べて少なかった。
・沈設速度が、杭全長にわたって３本目までと比べて速かった。
図 -1 PHC 杭の概要及び土

質柱状図

原因と対処方法
沈設施工中の杭体の沈下の原因として、以下が想定された。
①支持層手前で土砂を排土する際に、粘性の高い土砂（粘土）がスク
リュー全長に付着し、十分な排土量が確保できなくなっていた。
②オーガを上方に動かした際に杭先端部に負圧が発生し、吸引現象に
より杭が沈下した ( 図 -2)。
③フリクションカットの効果で杭の周面摩擦力が減少し、沈下抵抗が
少なくなっていた（誘因）。なお、フリクションカッタ（取付例；
図 -31）
）は、厚さ 9mm としていた。
そこで、５本目以降の杭の施工では、以下の対策を行った。
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①上杭沈設に際しては、オーガ先端から注水を行いながらオーガの上下反復作業をこまめに実施し、粘性土を十分に撹拌す
ることで粘性の高い粘土がスクリューに付着しないようにした。
②エアーコンプレッサーの吐出圧力を１ランク引き上げ（調達可能なレンタル品で 1.03MPa から 1.27MPa に変更）、空気圧
を上昇して排土がスムーズに行えるようにした。
なお、沈下した当該杭については、自沈が止まった位置で根固め部の造成を行い（図 -2）、基礎フーチングを部分的に厚く
変更した形による構造計算により杭基礎の構造上問題がないことを確認し、発注者の承認を得たうえで、基礎底面を部分的
に掘り下げて杭頭補強を実施した。

図 -2 杭の沈下と根固め造成

図 -3 フリクションカッタ取付例

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

中掘り先端根固め工法では、通常、杭先端部にフリクションカッタを装着して杭周囲と地盤との摩擦を切りながら沈設を
行うため、施工中や施工直後は周辺地盤の乱れが回復しておらず、杭の周面摩擦力が小さい。さらに大径杭になると、杭下
端は１ｍ以上余掘りして根固めを行う（セメントミルクと根固め部の土砂を撹拌混合する）ため、根固め部が硬化するまで
先端支持力は期待できない。以上の点から、杭を所定の深度に沈設した直後の鉛直支持力は非常に小さく、杭の自沈に注意
する必要がある。特に重量の大きい大径杭を軟弱地盤において施工する場合は、自沈が発生しやすいので、杭の沈設、根固
めの築造、根固め築造後のオーガ引き上げの各工程において杭頭位置の管理を継続して行い、適切な杭の沈下防止対策を講
じる必要がある。
例えば、現在の大半の杭打設機械には、杭沈設補助装置 2）（図 -4）が装備されており、オーガの上下作業範囲が小さい場合
は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
止に役立てることが考えられる。なお、オーガを大きく引き上げ
るために杭沈設補助装置による保持を外す場合（杭の接続時や根
固め作業完了後など）は、ワイヤー等で杭体やヤットコを保持し
て地上部に固定し過沈下を防止する（図 -5；ヤットコ側面に板
羽を取り付けて杭受け台に保持した事例）。
根固め完了後の杭の沈下に対しては、試験杭（通常は最初に施工
する本杭）で確認した杭が安定するまでの保持時間に基づいた施
工管理を行うことが重要である。ヤットコを用いる場合には、ヤッ
トコと杭を一体にしたまま保持しておくことになるので、工程上
必要となる数量のヤットコを用意しておく。
図 -4 杭沈設補助装置 2)

図 -5；ヤットコ側面に板羽
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副社長が行く現場探訪

第 68 回

コンクリートのワーカビリティーとスランプは無関係なのか！？

「コンクリートの現場での施工性を上げるために向上させるのはワー
カビリティーとスランプのどちらでしょうか？」
と問われればあなたはどの様に答えますか？
「言葉の意味だけを捉えるとワーカビリティーじゃない？」
「いやいや、スランプ１５より１８、２１の方が施工性は上がるよ」
「そもそも、２つとも同じ意味なんじゃないの？」
と色々な意見が出てくると感じています。

では
今回は早速答えを「建築工事監理指針（令和元年版上巻）[ 国土交通省大臣官房官庁営繕部 ]」から拝借しましょう。
ワーカビリティーは、運搬、打込み、締固め及び仕上げのフレッシュコンクリートの移動・変形を伴う作業の容易さと、そ
れらの作業によってもコンクリートの均一性が失われないような総合的な性質であり、フレッシュコンクリートの流動性の
程度を表すスランプとは別の概念である。
つまり

コンクリートの施工性を上げるのはワーカビリティーであり、ワーカビリティーは総合的な性質でスランプ
とは別の概念です。

どちらかと言うと、ワーカビリティーの中の１つの要素にスランプが含まれるという形の方が理解しやすいですかね。
そして
あなたにとって身近な存在は「ワーカビリティー」よりもむしろ「スランプ」ではないでしょうか。
建築工事では一般的にはスランプは１５、１８cm あたりです。
でも

「監督さ～ん！生コン固いよ！！

次からスランプ上げないと打てないよ！」

と怒られた事はあなたは無いですか？冒頭の答えで「スランプ」と答えた人は大抵同じ経験があるはずです。
だから
生コンのデリバリーの人に「ちょっと柔らかめの１８cm ね」というようなお願いをした事があるのではと感じます。
スランプ値は許容差として±２．５cm あるので、実質はスランプ値が１５．５～２０．５までが許容値だからです。
確かに
スランプ値を上げるとワーカビリティーが上がりますが、良いことだけではありません。当然ながらコンクリート内の余剰
水などが増えることで骨材が分離したり、ブリージングが生じたりするので品質的には悪くなってしまいます。
結局は

コンクリートは施工性と品質、更にはコストがいつも天秤にかけられている工種なのですからね。
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最後に
「建築工事監理指針（令和元年版上巻）[ 国土交通省大臣官房官庁営繕部 ]」の該当部分を確認して下さい。
P.361
6.2.4 ワーカビリティー及びスランプ
ワーカビリティーとスランプの関連等について次に示す。
( ア ) ワーカビリティーは、打込み場所並びに打込み方法及び締固め方法に応じて、型枠内並びに鉄筋及び鉄骨周囲に密実に
打ち込むことができ、かつ、粗骨材の分離が少ないものとする。また、スランプの所要値は、特記がなければ、基礎、基礎梁、
土間スラブでは 15cm 又は 18cm、柱・梁・スラブ・壁では 18cm とする。
( イ ) ワーカビリティーは、運搬、打込み、締固め及び仕上げのフレッシュコンクリートの移動・変形を伴う作業の容易さと、
それらの作業によってもコンクリートの均一性が失われないような総合的な性質であり、フレッシュコンクリートの流動性
の程度を表すスランプとは別の概念である。
( ウ ) 作業の容易さからいえば、スランプが大きく流動性が高いほうがワーカビリティーが良いといえるが、スラン

プが過大になると粗骨材が分離しやすくなるとともにブリーデイング量が大きくなり、コンクリートの均一性が失
われる。そこで、単位セメント量や細骨材を大きくするとフレッシュコンクリー卜の粘性が大きくなり、粗骨材の
分離は生じにくくなる。
( エ ) スランプを大きくし、かつ、単位セメン卜量や細骨材率を大きくすれば、見かけ上はワーカビリティーの良い
コンクリートが得られる。しかし、単位水量や単位セメント量が過大になると乾燥収縮率が大きくなってひび割れ
が生じやすくなるとともにセメントペーストやモルタル分の多いコンクリートとなって、打上りコンクリートの表
面の品質が悪くなる。
( オ ) このため、作業の容易さだけでワーカビリティーを評価するのではなく、ブリーデイングや骨材の分離ができ
るだけ少なくなるようにするという条件も考慮しなければならない。
( カ ) スランプは、打込み時のフレッシュコンクリートに要求される重要な品質項目の一つであるが、ここでいう所
定スランプとは、荷卸し地点でのスランプである。所定スランプ 18cm というのは、許容差を含めて考えればよく、
その値は JIS A 5308 ( レディーミクストコンクリート ) の規定によれば± 2.5cm である。
つまり
コンクリートのワーカビリティーとスランプは無関係なのか？についての疑問については
ワーカビリティーは、運搬、打込み、締固め及び仕上げのフレッシュコンクリートの移動・変形を伴う作業の容易さと、
それらの作業によってもコンクリートの均一性が失われないような総合的な性質であり、フレッシュコンクリート
の流動性の程度を表すスランプとは別の概念である。
と建築工事監理指針に記載されているように概念的には別であるが施工性を良くするためには、スランプの値を大
きくする事で対応することが多くなるのだが、安易にスランプ値を大きくするとコンクリートの品質面にとっては
必ずしも良いことではないです。
この「品質」と「作業性」のバランスを作業員さんと共有して納得してもらう事もあなたの大切な仕事の１つであ
ると私は考えていますよ。
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この春に一部改正される道路交通法施行規則
毎年ちょこちょこ改訂される道路交通法。普通のドライバーは免許の更新の歳に、「近年改訂された道路交通法」について
講義のなかで説明を受けるが、都道府県警のホームページや、交通安全協会のホームページにも改正のポイントなどが紹介
されているので、ときどきチェックしておくといいだろう。
それとは別に、現時点でわかっている 2022 年 ( 令和 4 年 ) に一部改正される道路交通法施行規則について整理しておこう。
まず令和 4 年 4 月 1 日に施行される、道路交通法施行規則第 9 条の 10( 安全運転管理者の業務 ) について。
●安全運転管理者の業務
(1) 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認する
こと ( 第 6 号 )
(2) 前記 (1) の確認の内容を記録し、当該記録を 1 年間保存すること ( 第 7 号 )
法律用語 ( ？ ) なので、例によってわかりづらいが、この改正は一般ドライバーには基本的に無縁で、「安全運転管理者」
に課せられる新ルールと思っていい。
道路交通法では、一事業所あたり、業務に使用している自動車 ( 白ナンバー車の自家用自動車など ) を下記の台数保有し
ている場合、安全運転管理者の選任が義務となっている。
・乗車定員 11 人以上の自動車…1 台以上
・その他の自動車 ( トラックを含む )…5 台以上
(50cc を超える大型・普通二輪車…その他の自動車は 0.5 台分として数える )
その安全運転管理者に、2022 年 4 月以降と 2022 年 10 月以降にそれぞれ飲酒に関する義務が追加されるのが、今回の改
正の目玉。
ここでは「運転前後の」とある通り、運転者が運転中に飲酒をしていなかったかをチェックするのがポイント。ただしそ
の確認は「目視等」で OK。
その代わり、下記を毎日記録して、1 年間保存することが義務づけられる。
・確認者名、運転者
・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
・確認の日時、確認の方法
・酒気帯びの有無
・指示事項、その他必要な事項
また「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することとなっている。
神奈川県警の資料では、下記の通りとなっている。
「運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる
適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
(1) カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による
測定結果を確認する方法
(2) 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確
認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法等の対面による確認と同視できるような方法」
思ったよりシビアではなく、柔軟な対応か可能だとも受け取れる。

国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは？
酒気帯びの有無に関する確認として「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用
いて行うこと」とあるが、国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは？
ただしそれは暫定措置で、令和 4 年 10 月 1 日以降、もう一段階酒気帯びの有無に
関する確認が強化されるので要注意。
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具体的には 4 月 1 日施行の新ルールの「確認の方法」に「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと」( 第
6 号 ) と、
「アルコール検知器を常時有効に保持すること」( 第 7 号 ) がプラスされる。
ここで気になる国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度
を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとすること」となっているので、高額な専用機器である必要はなく、
一般に流通しているオーソドックスな検知器でかまわない。

前出の神奈川県警の資料を見ると、
「酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能
上の要件は問わないものとする。
また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含む」と書か
れているので、性能的に細かい制約はないようだ。
もう一点、
「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転のことで、
酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む
業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りるともある。
いずれにせよ有償運送・無償運送にかかわらず、1 事業所あたり 5 台以上の自動車を業務に使用している事業所では、今
年からアルコールチェックが厳しく義務化されるわけで、こうなると一般ユーザーだって無関係ではない。
必ず飲酒運転の取り締まりもセットで強化されるはずなので、ビジネス・プライベートにかかわらず、少しでもアルコー
ルを口にしたら、絶対にハンドルを握らないことが肝要だ。
すでに、2021 年に八街市で児童 5 人が死傷した事故が発生した千葉県では、昨年 10 ～ 12 月までの末までの 3 か月、飲
酒運転の取り締まりを強化し、前年に比べ 110 件あまり摘発者が増えたという事例もある。
飲酒運転に対する社会の目は厳しくなる一方なので、ドライバーは飲酒運転が引き起こす事態の重大性を今一度肝に銘じ
ておくようにしたい。
運転手の呼気から規定値を超えるアルコールを検出すると、車のエンジンがかからな
くなる装置「アルコール・インターロック」に注目が集まっている。欧米で普及が先行し、
国内でも導入する企業が出ている。
全国 15,000 以上の事業所への導入実績を誇る
東海電子のアルコール測定器、アルコールイン
ターロックシステム「ALC-ZERO」。
自動車搭載型のアルコール検知器で、飲酒を検知後、始動は不可に！カメラ付きの
ALC-ZERO Ⅱが新たに加わりさらに効果は絶大です。
飲酒運転防止の最後の砦！！飲酒運転発生のリスクに今日からサヨナラです。
価格：140,800 円（税込）～
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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
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次号掲載者には編集部より締切等ご連絡いたします。
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「ゴルフを学ぶ」

第 21 回「人生をより良く生きるためにゴルフから学ぶべきこと」
よくゴルフは人生に似ていると言われます。

それはゴルフが人生同様失敗ありきのスポーツというのが原因だと
思われます。

長年ゴルフをやってきた経験から言うと確かにゴルフの考え方が人
生にも役に立つなと感じる場面は多々あります。

せっかくゴルフをやるなら技術的な上達だけではなく、ゴルフから学べる教訓を自分の人生に上手く活かせることができ

たとしたら、よりゴルフをやる意義というのは深まりますよね。

そこで、今回は私なりに考えたゴルフで学んだ教訓を人生に活かすポイントについてまとめてみました。

ゴルフを人生に活かす 4 つの教訓
教訓１

全ては自己責任だと捉え決断は強くはっきりと行うべし
自分の持ち球や今日のショットの感じで
右を狙うべきか？

それとも左を狙うか？

狭いホールをドライバーで打つべきか？
切れるラインのショートパットを
タッチでカップの外か？

もっとレベルの高いところでは、

風に乗せてグリーンを狙うべきか？

それとも３W かアイアンにすべきか？

強めにカップの内側を狙うか？

それともジャスト

それともボールを曲げて風と喧嘩させてグリーンを狙うべきか？

など、ゴルフ場ではスタートしてから最後のショットを打ち終わるまで次のショットをどう打つか？という決断の連続です。
しかし、この決断を曖昧なまま打ってしまうとミスになる確率が高くなります。

しかも曖昧な決断でのミスは後悔が強く残り、その後のプレーに悪影響を与えてしまいます。
逆に自分が強くしっかりと決断したショットでは、仮にそのショットがミスになったとしても

「たまたま読みが外れただけだから仕方がないな」

「自分がしっかりと決めた結果だからしょうがないな」

というように自己責任の結果だと捉えることができます。

そのマインドの場合は、気持ちの切り替えがスムーズに行える確率が上がります。
人間の脳は１日に４万回以上もの決断をしているといいます。

人生に於いてもゴルフ同様、起きた結果に強い後悔をして未来にそれを引きずらないためにも、すべての結果は自己責任だ
と捉えて、決断は強くしっかり決めるということが大事だと思います。
教訓２

常にポジティブな考えで臨むべし
せっかく調子よくラウンドしているのに「この前のラウンドでは次のホールで大叩きしたんだよな」とか

「今日はこれまでたまたま調子がいいだけで、このまま最後までいかないよ」
というようなネガティブことを言う方が意外と多いです。

これは、ほんとは良いスコアで回りたいのに「もしダメになったらどうしよう」

というような深層心理が無意識に失敗したときへの保険をかけようとしているか、
または、
「これで崩れたらかっこ悪いよな」

というプレッシャーに負けそうになる自分を少しでも楽にさせようという意識がそういう発言をさせてしまうのだと思いま
36

す。

皆さんもご自分で経験したり、そういう方を目の当たりにした経験があるはずです。

そして、そういった場合大抵は発言どおりの悪い結果になってしまうというのがなんとなく分かっているはずです。
逆に上手くいくと思い込んでいて常に発言や行動がポジティブ寄りな人は結果も良くなる場合が多いと思います。

脳科学の世界では人間（脳）というのは根本にある深い部分の意識には嘘をつけない（逆らうことができない）ので、その
意識どおりの行動をしてしまうことがわかっているそうです。

つまり怖いことに、悪い言動にも良い言動にも無意識がそうなるように動いてしまって、結果もその言動どおりになってし
まうということです。

そういう意味でほんとに言動は大事なのだと思います。

そして、その深い無意識は普段のセルフトークによって作らるそうです。

普段どういう風に自分が自分に話しかけているかによって、その人格がポジティブなのかネガティブなのかが決まってしま
うということです。

科学的に観てもゴルフに限らず人生のあらゆる局面に於いても良い結果に導いてくれるのはポジティブな言動です。
そのために普段から自分へのセルフトークはポジティブトークを意識しましょう。

教訓 3

起きた失敗よりもどうリカバリーするかを考えるべし
ミスの後にまたミスをしてしまう。ゴルフではよくあることです。

技術的に難易度が高いショットの場合は仕方がないとしても、ミスの後の凡ミスというのは避けたいものです。

これは先程の強い決断力にも絡んでいますが、失敗を引きずって気持ちを切り替えられず次のショットに集中することがで
きないときに起こるミスだと思います。

ゴルフは失敗するスポーツです。大事なのはその後のリカバリーです。

極端に言うとゴルフが上手い人というのは連続のミスをしない人、つまりリカバリー能力の高い人です。
人生もゴルフ同様失敗するもの。

常に何かあっても必ずリカバリーしてやるという強い気持ちを持っていることが大事だと思います。

教訓 4

自分の成功に感動し、自己評価を上げるべし
ゴルフに限らず人間は自信があるときのほど強い状態はありません。
私が常に言っているのが、

結果が出たから自信がつくのではなくて、まず先に自信をつけるから結果が出る。ということです。

これは本当で、実際にジュニアでも大人で自信が身に付いてきた人ほど結果が出るという経験をこれまでのレッスン人生

で数多くしてきました。

突き詰めると自信とは自己評価です。
他人から褒められることでも自信はつきますが、それよりも常に自己評価を上げることを意識するのがいちばん大事です。

逆に言うと他の人がなんと言おうと自分の自己評価が高い状態なら常に高い自信を持つことできるということです。
そのために必要なのは、自分の成功にはどんなに小さなものでも遠慮なく自分で感動するということです。
そして、セルフトークで自分を褒めることです。

ゴルフで言えば練習場でもコースでも良いショットには自分で感動して自画自賛すれば良いわけです。
そうすることで自己評価は必ず高くなっていきます。
そして、結果も必ずついてきます。

（とは言え、いつも口に出してそれをやっていると周りから嫌われるか変な人扱いされる可能性がありますので、その辺は
自己責任の自己判断でお願いします）

ゴルフが上達するためにも、そして自分の人生を思いどおりに生きるためにも自信を持つということは凄く重要です。
どんどん自己評価を上げてより良い人生を送りましょう。
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シリーズ【建設用語大辞典】

第 13 回 「造園工事業とは ? 」

◆造園工事の内容
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、

緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又
は植生を復元する工事です。

◆造園工事の例示
具体例としては、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工
事、屋上等緑化工事などがあげられます。
工事経歴書に非建設工事を記入してしまった場合、虚偽申請となってしまう可能性があります。非建設工事を混入
しないように注意しましょう。
◆造園工事区分の考え方
●「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
●「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、
「園路工事」とは、公
園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。
●「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建
設工事が含まれます。
●「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。
●「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴っ
て行う工事です。
※公園の遊具、ベンチ、園路の工事は造園工事と考えられます。
※造園工事には当てはまらない作業が結構ありますのでご注意ください。
維持管理、剪定、枝打ち、草刈、伐採などは造園工事には当たりません。
そもそも建設工事として認められず、工事経歴書に記載することはできません。
◆造園工事業の専任技術者の資格要件
専任技術者になることができる資格
●１級造園施工管理技士
●２級造園施工管理技士 ( 種別：建築 )
●技術士：建設・総合技術監理 ( 建設 )
：建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理（建設「鋼構造及びコンクリート」
）
：森林「林業」総合技術監理（森林「林業」
）
：森林「森林土木」総合技術監理（森林「森林土木」
）
●技能検定の１級造園
●技能検定の２級造園＋合格後３年以上の実務経験【実務経験３年（平成１５年度以前は１年）
】
※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額４０００万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要
になります。（金額は税込みです。
）
※造園工事業は、「指定建設業」に定められているので、特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者
は１級の国家資格者又は技術士等でなければなりません。
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である村田の勝ちだ。岩尾の首を取り、当

やり方である。実に徹底していた。検事正
よ。悪いのは上の人間たちなんですから」

「課長、そんなに落ち込まないでください

以上、何とか事を忘れるため仕事に打ち込

が立件されるという未曽有の事態が生じた

が折れる。とにかく職場では暇がない。キー

一日を刑事課内で過ごすことは、実に骨

食事を少し残し、課長席に座って職務を続

むしろ気分を悪くしたようだった。上司は

がないのだが、相方も眼前の事の苛烈さを

コンに向かっている。警察官としてそう能

気 が 引 き 締 ま る。 パ ソ コ ン を 立 ち 上 げ て、

勤した。疲れはあったが、刑事課に入ると、

そしてちょうど二日後の朝も通常通り出

過ぎに警視総監の岩尾が両脇を固められ、

メラを回して報道を続ける中、午前十一時

各テレビ局などマスコミが外に待機し、カ

にある警視庁本部庁舎へと入っていった。

官十一名が、千代田の林立するビル群の中

翌朝、東京地検の村田検事正率いる検察

土曜だが、通常通り仕事があり、出勤であ

キッチンでコーヒーを一杯淹れて飲んだ。

午前六時には自然と目が覚めて起き出す。

大 揺 れ の 一 日 も 何 と か 過 ぎ 去 り、 翌 朝 も

だけで……。

にも明瞭だった。皆口を噤み、黙っている

態が悪い方向へと進んでいるのは、誰の目

検事たちは朝から夕方まで容疑者たちを取

は闇の中で処理され、
どこかしらで消えた。

事情聴取に応じているらしい。五億の裏金

上なかったことだからである。

となり、実際捜索に入られるなど、警察史

少しでも忘れたいのだ。警視庁が捜索対象

い 詰 め る。 署 の 刑 事 課 で パ ソ コ ン に 向 か

間々ある。だが、それにも慣れた。日々通

新宿は大都会なのだし、人酔いすることも

二日後の水曜の朝も通常通り出勤した。

した。腱鞘炎も腰痛も悪化している。職業

だったのだが、紛らわすように仕事をこな

思う。いろんな要因があり、体はガタガタ

疲れていたのだが、何とか乗り切ろうと

い、愚直に内勤を続けた。

も他の刑事たちもずっとパソコンに向か

を叩き、膨大な量の庶務をこなす。冬場は

ティータイム小説
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話
その日も午後五時になり、一日の勤務が
ニュースはあっという間に日本中に広ま
ける。蒼い顔がますます蒼くなり、額に脂

寒気の影響で外勤の機会が減る。俺も吉倉

り、国民の警察に対する信用は斧でガラス
汗が浮いていた。フロア内は緊迫する。事

む。これは自然な反応だろう。そんな風に

初の目的を果たした。

フロアに入ってきた。会う人間に対し、軽
を叩き割るかのように、あっけなく粉砕さ

と 言 う。 だ が、 フ ォ ロ ー に な っ て な い。

終わって帰る。ちょうど夜勤のデカたちが
く一礼してから、刑事課を出る。新宿の街
れたのである。

キーを叩き始めた。庶務は朝の時間帯に一
外へと出てくる。逮捕だった。容疑は五億

る。上下ともスーツに着替えてカバンを持

り調べる。検察も今回の金星で、鼻が高い

吉倉も隣の席で銜えタバコのまま、パソ

は人間が多い。歌舞伎町の方を見ると、所々

思っていた。

に建物等の工事が施されている。九竜興業

番はかどる。慣れると、仕事も進むのだ。昔、
円の裏金を不正に還流させ、使用・着服し

ち、歩いていく。元々朝はすぐに起きられ

だろう。
一方で警察の信頼はガタ落ちした。

の篠崎洋一と樋口喜佐夫が組んで、放火し

交番勤務時代は制服を着て、今の篠田のよ
たというものである。

る方なので、遅刻などはしない。

調管理しながら、過ごした。昼食休憩時以

京地検によって立件されたのである。容疑
視総監の岩尾健太郎容疑者を裏金の使用及

繰り返します。地検特捜部はたった今、警

で東京地検によって逮捕されました。……

会だと、情報に不足はない。

スは滞りなく配信される。やはりネット社

る。特に昨日の事件のことも見た。ニュー

でスマホを見ていた。朝から情報収集であ

方面へは、朝のラッシュがある。電車の中

地下鉄に乗り、都心へと向かった。新宿

えてから部屋を出る。慣れがあった。いい

コーヒーを一杯淹れて飲み、スーツに着替

鳴ると、
一発で目が覚めるのだ。起きた後、

勤する。確かにセットしていた目覚ましが

土日も通常通り仕事をこなし、月曜も出

が……。

ていた。独りで抱え込むこともあったのだ

た。疲れはある。疲労やストレスは溜まっ

い、キーを叩いて庶務などの仕事をこなし

外、仕事が続く。ほぼ途切れずに。

は五億円の裏金の授受で、テレビとネット
び 着 服 等 の 疑 い で 逮 捕 し ま し た。 …… あ、

逮捕された岩尾ら警察幹部は、検察官の

昼でも人の流れが止まらない。ずっと。

のニュースが報道されてすぐ、ネット上の

他の警察幹部も軒並み逮捕されています」
マスコミの報道がほぼ途切れなく続く。

く。刑事課に入り、デスクに着くと、吉倉

新宿駅で地下鉄を降り、署まで歩いてい

歩きながら、朝の都内の空気を吸う。排気

意味で、だ。自宅最寄りの地下鉄の駅まで

ラックのコーヒーほど美味しいものはな

だ。 中 毒 に ま で は な っ て な い の だ が、 ブ

を紛らわす。どうしてもカフェインが必要

合間にコーヒーを淹れて飲みながら、気

警察関係サイトは軒並み炎上し、ユーザー

岩尾は黒っぽい地検のワゴンに乗せられ、

い。ビールも飲むのだが、量を控えていた。

程々にして、食生活をなるだけ整えていた。

ガスなど不快な臭気はあったのだが、普段

昼間はどうしても脂っこい料理を口にす

がいて、「井島、おはよう」と言ってきた。

午前八時二十分には署の刑事課に着き、

ることが多い。ラーメンやチャーハンなど、

東京地検へと連行された。他の幹部たちも

が来て、俺たちデカも集められる。綾瀬が

逮捕され、追って別のワゴンに乗せられて

一言返し、仕事を始める。相方も昨日の

パソコンを立ち上げてキーを叩き始める。

中華料理の単品が頻繁に取られている。吉

俺だってアルコールに溺れることはない。

かしこまり、軽く咳払いして、

いる。検察は事実上の勝利宣言をした。責

ことを特に気にしてないのか、一見すると

体が鈍っていたのだが、来る春からまた鍛

から吸い慣れていて、ないと寂しいぐらい

「テレビ・ネット双方のニュースで報道さ

任者である村田はすぐに報道陣に囲まれ、

ポーカーフェイスだ。気に掛けてないこと

えればいい。焦りなどはなく、楽観してい

「ああ、おはよう」

れた通り、警視庁はかねてからの裏金疑惑

「当然のことです。これから容疑者を厳し

はないと思うのだが……。パソコンを起動

だ。

で検察によって立件された。だが、君たち

させ、庶務をこなす。淡々と。

また仕事の続きを始める。もちろん、手に

礼し、各々デスクへと戻った。俺も吉倉も

と言い、フロアを出る。警官たちは皆一

ちた。威信なり威厳は跡形もない。報道番

ら、嘆息する。警察という堅固な城壁も落

もさすがにフロアのテレビで報道を見なが

ほど日本の警察が揺れた日はない。俺たち

う。やはり警察が男性優位の社会であるこ

職員でも、俺たち刑事とはだいぶ様相が違

どに追われている。同じ刑事課にいる警察

た。制服姿の婦警は外部からの電話応対な

昼食の時間になると、交代で食事を取っ

てるからな。朝一で署に来てるし」

「うん。俺も真面目に仕事しようって思っ

「ああ、おはよう。……最近ずっと早いね？」

「井島、おはよう」

た。何とかなると。

がら、毎日職場に通っていた。

変わり、暖かくなる。そんなことを感じな

二月も半ば過ぎなのだが、直に季節が一つ

が。

倉はそういった食生活に抵抗がないようだ

と一言言い、ワゴンへと向かう。この日

く取調べ、迅速に告発へと持っていきます」

着 か な い。 何 せ 本 庁 が 告 発 さ れ る か ら だ。

組が続く。その日はずっとその話題だった。

勤務が続いていて。もちろん、基本的にタ

あるようだ。ずっとストレス過多の過酷な

を戻して、キーを叩く。相方も若干疲れは

目を上げて言い、またディスプレイに視線

なことを考えていた。・・・次号へ続く

後、また復興する場所を通りながら、そん

ところよく分からない。いったん焼かれた

が、一体どういった街になるのか、正直な

つつある。また新たに繁華街が出来るのだ

放火で焼かれた歌舞伎町も徐々に復興し

春 が 近 い と、 ど う し て も 気 が 騒 ぐ。

これからどうなるのだろう？まさに未曽有

昼食と軽い休憩の後、午後からも通常通

フなのだが……。

吉倉がパソコンのディスプレイから軽く
との表れだ。

り仕事をこなした。暇はない。五億の裏金

昨日よりもだいぶ食欲は回復し、食事も

もちろん、関係サイトはずっと炎上してい

昼食に出前が取られていたが、皆食欲は

の件で警察幹部が軒並み逮捕され、警視庁

る。そしてネット上はユーザーによる祭り

あまりないようだ。月岡もずっと蒼い顔を

イケる。

は出来ないなと。検察は事件発覚後から迅

している。察していた。吉倉が、

の状態が続いていた。

速に動き、関係部署等を捜索して、あっと

のも時間の問題だ。思う。やはり悪いこと

いう間に片付けてしまった。これが特捜の

岩尾たち警察幹部が総退陣・逮捕となる

の事態だった。

あれば、また伝達する。以上」

は平常通り勤務を続けてくれ。追って何か

すぐに課長である月岡の下に署長の綾瀬

尋常ではいられない。

たちは〝祭り〟と呼ばれる現象を起こした。

た繁華街も着々と復興が進む。

うに絶えず歌舞伎町を見張っていたが、今
す。警察内でやり取りした裏金使用の疑い

「あ、警視総監の岩尾容疑者が今出てきま

病だ。屋内でする仕事も負荷が掛かる。体

はスーツに身を包み、刑事の仕事をする。

時間が流れる。新宿の街の中枢部は、真

その日の昼、激震が走った。警視庁が東
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