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工学院大学建築学科教授

遠藤　和義
（Kazuyoshi Endou）

サブコンは自らの存在理由の再確認を

現状の建設産業の抱える危機には二つの

側面がある。一つは、バブルの負の遺産の

清算に必要なゼネコンの利益ショートであ

ろう。こちらは日本経済全体の行方とも関

係し、業界の外でもよく認知されている。

二つは、現状の単価水準で、サブコンが熟

練作業者の雇用や再生産を維持できるかと

いう生産システム内部の危機である。この

二つの危機は、深く互いに絡み合って、さ

らに深刻さを増している。

雇用者としてのサブコンは、個々の工事

で所要人工に対応した作業者の賃金や付随

する法定費用、サブコン経営に必要な費用

の配賦分を確保する必要がある。サブコン

の重要な機能の一つは、ゼネコンとの請負

関係を作業者との間で雇用関係に変換する

ところにあって、上記のような「積み上げ」

型の費用発生に対応した原価管理能力が不

可欠である。

しかしながら、最近調べたところでは、

１次サブコンは直用作業者を減じ、再下請

化の傾向を強く持っている。また、法的制

約はあるものの、職長ですら２次サブコン

に依存する例もある。重層化は、工事量変

動への対応としてかねてからあったが、今

回、その理由を「直用作業者の労務費確保

困難のため」とする回答が多かった。実際、

下位のサブコンから賃金に法定費用をフル

カバーした労務費と一般管理費を積み上げ

ていったのでは、工事の経営は相当に困難

なものとなる。かつて直用作業者を抱えて

いた１次サブコンは、作業者の生活を守る

ことのできる単価水準を知りつつも、それ

を割る単価で再下請している実態がある。

現在の単価水準では、雇用者としての責

任は放棄し、労務のブローカーに徹せざる

を得ないという意見もあった。しかし、ど

う巡っても、サブコンの存在理由は、熟練

作業者の雇用や再生産を可能にする「積み

上げ」の論理を主張するところにしかない。

一部のサブコンが元請化したところで状況

は変わるはずもない。もし、それが出来な

ければ、サブコンは自ずとその存在意義を

失うことになるのだから。

1983年（昭和58年）芝浦工業大学卒業。

85年東京大学大学院修士課程修了、87年

同大学院博士課程中退の後、京都大学助手を

経て93年工学院大学建築学科講師に。95

年同大学助教授、そして2003年より現職。

工学博士。専門は建築生産、建築経済。

巻頭言



適正化法では発注者に対して

①　毎年度の発注見通しの公表

②　入札・契約に係る情報の公表

③　不正行為に対する措置

④　施工体制の適正化

――を義務付けています。

４項目の中で特に専門工事業と関連するのは「不正

行為に対する措置」と「施工体制の適正化」です。

不正行為というのは、談合や一括下請負です。発注

者は、談合があったと疑わしい事実を認めた場合には、

公正取引委員会に通知しなければなりません。

また、一括下請負などの疑いがあるという事実を認

めた場合には建設業許可行政庁等に対して通知しなけ

ればならないことになっています。

◆施工体制台帳制度の拡充について

施工体制の適正化では、一括下請負（丸投げ）の全

面禁止と、受注者の発注者への施工体制台帳の提出、

発注者の施工体制の状況の点検を義務付けています。

これは、施工体制台帳制度の拡充を図ったものであ

り、適正化法第13条で、①公共工事を受注した特定建

設業者は、作成した施工台帳の写しを発注者に提出し

なければならない、②特定建設業者は、発注者から施

工技術者の設置状況その他工事現場の施工体制が施工

体制台帳と合致しているかの点検を求められたときは

拒否できない、③特定建設業者は、施工体系図（兼工

事安全協議会組織図）を工事関係者が見やすい場所及

び公衆が見やすい場所に掲示しなければならないと

し、施工体制台帳の提出義務、点検受認義務、掲示義

務を課しています。さらに、この３項目に違反した場

合、監督処分（指示処分）を受けることになります。

・２次下請以下すべての下請契約金額の記載義務化

平成６年の建設業法の一部改正により、平成７年６

月29日から特定建設業者に施工体制台帳の作成等が義

務付けられ、すべての段階の下請契約書を施工体制台

帳に添付しなければなりませんでしたが、金額の記載

は１次下請業者との下請契約に限定されていました。

しかし、平成13年３月30日に建設業法施行規則14条の

２第２項が改正され、同年10月１日以降に契約締結さ

れる適正化法対象工事については、施工体制台帳に添

付する下請契約書に、２次下請以下の下請代金額につ

いても記載が義務付けられました。

・監理技術者の設置・専任制

公共工事発注者から直接請負った建設業者が１次下

請に総額3000万円（建築一式工事4500万円）以上を下

請契約する場合は、監理技術者を設置しなければなり
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入札・契約適正化法と
専門工事業
国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共事業の入札・契約の適正化を促進し、公共

工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発展を図ることを目的に、「公共工事の

入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下、適正化法）」が平成12年10月13日に閣

議決定され、11月27日に公布されました。入札・契約適正化の基本原則は、透明性の確

保、公正な競争の促進、適正な施工の確保、不正行為の排除の徹底にあります。

特

集
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ません。また、請負代金額が2500万円（建築一式工事

5000万円）以上の場合は専任義務が課せられました。

・下請業者の主任技術者の設置・専任制

下請業者であっても、建設業者であれば請負金額の

如何にかかわらず、４次、５次、６次下請でも主任技

術者を設置することが必要であること、そして下請代

金額2500万円以上の場合は、主任技術者の専任制が求

められています。国土交通省の各地方整備局では、下

請の主任技術者にも顔写真つきの施工体制台帳の提出

を求めています。これは、主任技術者の設置および専

任制のチェックのためです。専任とは、その工事に実

質的に関与しているということです。

・実質関与について

元請負人も１次下請負人も自らは施工を行わず、と

もに施工管理のみを行っている場合、それぞれどのよ

うな役割を果たしているのか、実質関与が問題になり

ます。内容の如何で、両者またはどちらかが一括下請

になります。

では、実質的に関与している、とは具体的にどのよ

うなことを行っていることが求められるかといいます

と、まず元請負人が配置した主任技術者または監理技

術者が現場に専任であって、元請負人と直接的かつ恒

常的な雇用関係にあるということです。

さらに、これらの技術者が発注者との協議、住民へ

の説明、官公庁などへの届出など、近隣工事との調整、

施工計画、工程管理、出来高、品質管理、完成検査、

安全管理、下請業者の施工調整・指導監督などすべて

の面において、主体的な役割を果たしていることが必

要です。

つまり、今どのような工事を何人でやっているのか、

安全対策はどうなっているのかなどについて、自社だ

けでなく１次下請であれば２次下請以下、２次下請で

N I K K E N  D A I K Y O  N o . 9 5

入札・契約適正化法と専門工事業

特

集
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あれば３次下請以下末端の作業員の状況まで把握して

おかなければならないのです。

発注者の監督官が現場に来て、上記の項目について

質問を受けたとき、「わが社の下請は優秀だから、何

も言わなくてもきちんとやってくれる」などと言うこ

とは、下請企業を誉めているつもりなのかもしれない

が、一括下請になります。作業の状況、進捗、安全管

理などをまったく把握していないと言えるからです。

◆国土交通省における入札契約適正化
の徹底のための当面の方策について

まず、地方公共団体などにおける適正化法に基づく

入札・契約の適正化に向けた取り組みを進めていくこ

とになっています。具体的には、市町村などにおける

入札・契約情報公表の徹底を図るため、特に取り組み

の遅れている「指名理由」や「契約変更理由」などの

公表について実施マニュアルを策定し、活用を図るこ

とにしています。

また、義務付け事項である受

注者による施工体制台帳の提出

の促進を求めるとともに、施工

体制台帳を活用した施工体制の

チェックを実効あるものとする

ため、地方公共団体向けに「活

用マニュアル」を策定すること

になっています。さらに、監督、

検査、技術力評価などを行う体

制が十分でない地方公共団体に

ついて外部機関への委託などによる補完を図るため、

実態を調査し、外部委託の活用推進に向けた環境整備

方策などを検討することにしています。

適正化指針に定められた努力義務事項のうち「入札

監視委員会などの第三者機関の活用」「入札参加者に

よる工事費内訳書の提出」を重点項目とし、当面、都

道府県、政令指定都市を対象に、改善の徹底を図りま

す。

国土交通省直轄工事においては、予定価格の事前公

表、指名業者の事後公表、混合入札、総合評価方式、

電子入札の導入などを進めていくことになっていま

す。

工事費内訳書の提出については、入札参加者の適正

な見積を促すとともに、談合などの不正行為の排除に

つながるとの考えから、入札時の工事費内訳書提出の

全面的な導入を目指しています。公募型指名競争入札

においてはすべての工事で提出を求め、工事希望型指

名競争入札、通常指名競争入札にも試行を拡大してい

くとしています。

さらに、低価格で入札された工事のうち、特に工事

中の安全確保の面で懸念される

工事については、労働基準監督

署等と協議の上、合同安全パト

ロールを実施するほか、低入札

価格調査の調査基準価格を10％

程度上回る低価格な工事につい

ても、低入札価格調査対象工事

の重点監督に準じた監督の強化

を行うなど、施工監督の強化を

図る方針です。
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さる６月13日、徳島地方裁判所第２民事部（村岡素

行裁判長）は、徳島県土木部、農林水産部が発注した

工事８件に関連し、状況証拠によって談合があったも

のと強く推認されるとして、損害賠償を言い渡す判決

を下しました。これまでは、独占禁止法に基づく排除

勧告等が出されていたり、刑法上の不正談合罪が確定

した後に損害賠償訴訟が起こされるのが一般的で、今

回のように、そうした公的第三者による認定が得られ

ないまま訴訟が起こされ、しかも裁判所がこの談合を

認定することはこれまでになかったことでした。企業

活動への大いなる警鐘として注目される判決です。

本件は、1998年に徳島県土木部、農林水産部が発注

した工事のうち８件について、落札した地場ゼネコン

の正木組が談合によって落札したものであるとして、

徳島県住民が、徳島県知事（元・前）、関係部長、落

札した正木組及びその大株主の県議会議員を相手取り

起こした無効確認損害賠償請求事件です。

判決では、同じ談合仲間であったとされる地場ゼネ

コンの前田建設からの告発証言が、信用性の高いもの

であるとするとともに、様々な状況証拠によって「談

合はあった」と推認し、契約金額の20％の損害賠償を

命じています。被告側はこれを不服として６月27日、

高松高等裁判所に控訴の手続きを行っています。

判決の大きなポイントは、落札率の高さや各指名業

者の入札金額など様々な状況証拠から「談合」を認定

している点と、加えて、これまでは契約金額の10％程

度が限度とされてきた損害賠償を、本来、競争が働い

ていたら決まっていただろう落札の実質金額との差を

見据えて、契約金額の20％（7846万円）と高額にした

ことです。

建設業界は非常に厳しい経営環境の中にいるわけで

すが、併せて、より厳しい目が向けられていることも

改めて認識させられることになりました。

なお、被告の地元ゼネコン・正木組も、その大株主

で県会議員の大西氏も昨年破産し、また正木組の談合

があったと証言することになった、同じ地場のゼネコ

ンだった前田建設も倒産しており、現代の価格競争の

中で、建設業界が大きなひずみを起こしていることを

痛感します。

徳島地裁が民事訴訟で下した判決
「談合があったと強く推認される」
－地場ゼネコンに対して状況証拠で賠償命令－

徳島県請負契約無効確認損害賠償等
請求事件判決文より
・争点①／被告職員の被告適格（省略）

・争点②／談合の有無

盧 前記前提事実に加え、証拠及び弁論の全趣旨によれば、次

の事実が認められる。

ア　正木組は昭和26年ころ設立して以来、県の発注する公共工

事の指名競争入札に継続的に参加していたものであり、平成10

年度脇町・穴吹地区で実施された入札に参加して、本件工事を

落札した。

イ　平成10年当時、県の発注する公共工事の入札は、次の手続

で執行していた。

貎ア　入札執行職員はあらかじめ当該工事の最低制限価格及び

指名業者の名前を公表し、指名された業者は、事前に公表され

る最低制限価格及び工事内容を基に入札金額を決定して応対し

ていた。

貎イ　入札執行職員は予定価格（最高価格）と最低制限価格の

範囲内において最低の価格をもって申し込みをした指名業者に

当該工事を落札させていた。

貎ウ　予定価格は、入札に当たり事前に公表されていなかった

が、最低制限価格がおおむね予定価格の３分の２とされていた

ため、継続的に入札に参加していた指名業者は、最低制限価格

から予定価格をおおよそ推測することができた。

ウ　平成10年度に脇町・穴吹地区で実施された入札は正木組が

落札した本件入札を除き、入札金額が最低制限価格付近に集中

し、くじ引きで落札者を決定していた場合が多かった。なお、

このような傾向は県全体でみられたことから、県は、くじ引き

による落札業者選定の弊害をなくすため、平成13年５月１日か

ら最低制限価格を事前に公表しない運用に改めた。



エ　これに対し、本件入札は、落札率（予定価格に対する落札

価格の割合）のほとんど99％を超えており、低いものでも98％

台と極めて高く予定価格の直下で落札されており、しかも、落

札した正木組以外のほとんどが、予定価格以上で応札していた。

オ　また本件は、入札に参加した指名業者の各入札金額が一定

の幅で並んでいる傾向がみられるものが多かった。とりわけ公

共工事目録第２記載の入札は、第８位順位から第16順位までの

入札金額が５万円の差額で均等に並び、同目録３記載の入札も、

第２順位から17順位までの入札金額が10万円の差額で均等に並

んでいた。また同目録８記載の入札も、第２順位から第12順位

までの入札金額が10万円の差額で均等に並んでいた。

盪　前記認定のとおり、本件入札は、入札金額が最低制限価格

付近に集中していた他の入札とは異なり、予定価格の直下の金

額で落札されていたばかりか、指名業者の各入札金額が一定の

幅で整然と並んでいたことが認められるところ、このような事

態が指名業者間で相談もなしに偶然に生じたと考えるのは困難

である。以上からすると、本件入札は、指名業者の間で正木組

に予定価格直下で落札させる旨の談合があったことが強く推認

される。

蘯ア　ところで本件入札に参加していた株式会社前田建設の代

表者である前田義人も、次のとおり、本件入札について、談合

があったことを認める旨の証言をし、同内容の陳述書も提出し

た。すなわち、前田は「正木組の実質的経営者は大西であり、

県議会議員である大西の影響力は大きく、前田建設も長年大西

や正木組と親しくつきあっていた。本件入札に際し、前田建設

は正木組の入札担当者から事前に電話で正木組に落札させてほ

しいとの依頼を受け、正木組が予定価格直下で落札できるよう、

正木組の指定した金額もしくはそれ以上の金額で応札してい

た。正木組が万一、入札書の記入の誤りなどで失格になった場

合にも、前田建設が落札してそのまま正木組に下請けに出せる

ように正木組の次順位の金額で応札していたこともあった。な

お県の監督委員会から質問を受けたときには、談合の事実を否

定したが、当時は前田建設も県から指名を受けていたため、談

合への関与を認めるわけにはいかなかった。その後、自分のほ

うから正木組に談合をもちかけたが、断られ、そのことが原因

で前田建設が倒産したため、正直に談合の事実を話す気持ちに

なった」旨証言した。

イ　そこで、前田の前記証言内容の信用性について検討する。

前記証言に至った経緯に照らせば、前田は正木組に対して敵

意を抱いていることがうかがわれるものの、正木組の主謀した

談合に関与していた事実のほか、自らも正木組に談合を持ちか

けたことがあることなど、自己に不利益な内容も包み隠さず供

述していることからすると、正木組を陥れるためにあえて虚偽

の供述をしているとは考えがたい。また談合の方法に関する前

田の証言内容は、前記認定に係る客観的な入札状況と一致し、

何ら不自然、曖昧な点はみられない上、正木組が落札できなか

った場合の対処方法に関する証言内容も具体的であって創作に

よるものとは考えがたい。

ウ　以上の事情を総合すれば談合に関する前田の証言は十分信

用することができる。

盻 これに対し被告らは、脇町地区の指定業者の中には、藤田

建設工業（以下藤田建設）など正木組と対立関係にある業者も

おり、このような状況で談合を成立させるのは不可能であった

旨主張する。しかし、被告らが対立業者の例とあげている藤田

建設は、公共工事目録記載のとおり、本件入札のいずれにも参

加していなかった。むしろ、藤田建設が参加していた他の入札

については、入札金額等に談合の存在を疑わせるような不自然

な点はみられないことからすると、正木組は、藤田建設のよう

な対立業者の参加していない入札を選んで談合をもちかけてい

たと推測することもできる。

眈 以上で検討した本件入札の状況や前田の証言内容に加え、

当時正木組の代表者であった稲飯貞治が本件訴訟で証人として

呼び出しを受けながら、正当な理由なく出頭を拒否しているこ

となどの事情を総合すれば、本件入札において、正木組が本件

工事を落札するために他の指名業者との間で談合したものと認

めることができる。

・争点③／正木組及び大西の責任

盧 談合行為は、競争入札の公正を害する違法行為であるか

ら、正木組は不法行為に基づき談合によって県が被った損害

を賠償する責任を負う。

盪 また大西は、正木組の取締役には就任していなかったも

のの、妻とともに正木組の発行済み株式総数の５分の４を保

有していたものであり、正木組の経営を左右しうる立場にあ

ったところ、談合行為は、発覚した場合に刑事処分の対象と

なるほか、県から指名回避措置を受けるなどの制裁を受ける

おそれのある事柄であるから、正木組の代表者が大株主であ

る大西の指示を受けることなく、独断で談合行為を主謀して

いたものとは考えがたい。むしろ前田の前記証言に加え、弁

論の全趣旨によれば、正木組に落札させる旨の談合は、県議

会議員であった大西の指名業者に対する影響力の強さによっ

て実現できたものとうかがわれる。これらの事情を総合すれ

ば、本件入札談合は、大西が正木組の代表者又は入札担当者

と共謀してなしたものと推認することができる。

以上によれば、大西は本件入札談合について共同不法行為

責任を負うものと言うべきである。

・争点④／被告圓藤及び被告職員の責任（省略）

・争点⑤／損害額

盧 公共工事の入札で談合がなされた場合、通常現実の落札価

格は、適正な競争がなされたと想定した場合の落札価格より高

くなるから、本件においても談合によって形成された実際の請

負契約金額（落札価格に消費税額を加えた額）と適正な競争に

より形成されたであろう想定契約金額の差額相当額が県が被っ

た損害になるということができる。もっとも、入札価格は当該

工事の内容、規模等多様な要因が複雑に影響しあって形成され

るものであることに鑑みると、適正な競争により形成されるで

あろう金額を立証することは、その性質上極めて困難であるか

ら、民事訴訟法248条を適用して、相当な損害額を算定するほ

かない。

盪 前記認定事実によれば、本件工事は予定価格の直下（約

99％）で落札されたのに対し、公正な競争が行われていた他の

入札についてはおおむね最低制限価格（予定価格の約67％）付

近の金額で落札されていた傾向があったとうかがわれるとこ

ろ、このような傾向に鑑みれば、入札契約金額の20％を下回る

ことはないものというべきである。そうすると、正木組らによ

る本件入札談合によって県が被った損害額は、7846万6500円と

なる。

蘯 なお原告は不法行為に基づく損害賠償のほか、不当利得の

返還も選択的に求めているところ、本件工事の請負契約が談合

により司法上無効となったとしても、県は正木組の工事施工に

よって前記想定落札価格に相当する利得を得ているから、かか

る利得と県が支払った代金（損失）について損益相殺すると、

県が被った損失額は、結局、上記損害額と一致することになる。
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改正建築基準法の施行に連動させ、東京都財務局は、シ

ックハウス対策を盛り込み、７月１日付で建築等の特記仕

様書を改正しました。

◇　　　　　　　　◇

シックハウス症候群と称される、空気中の化学物質やハ

ウスダスト等によって、目やのどに痛みを、また脱力感等

を訴える人が近年増加しており、特に発がん性の可能性が

あると報告されたホルムアルデヒドや、その他の化学物質

に対しての対策が急務と言われてきました。こうした要望

に応えて、この７月１日より、シックハウス対策に係る改

正建築基準法が施行されました。

シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げる

ために、建築物に使用する建材や換気設備を規制するもの

で、対象は住宅、学校、事務所、病院などすべての建築物

の居室となります。その概要は以下のようなものです。

盧 規制対象の化学物質は、

クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

盪 クロルピリホスに関する規制は

居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建

材の使用を禁止する。

蘯 ホルムアルデヒドに関する規制には次の３つがある。

①内装の仕上げの制限。

居室の種類及び換気回数に応じて内装仕上げに使用す

るホルムアルデヒドを発散する建材の面積を制限する。

ホルムアルデヒド発散建材については発散量ごとに次

の４つに分類し、規制を設けています。

「第１種ホルムアルデヒド発散建築材料」（発散速度

0.12㎎／㎡ｈ超。建築物に用いられた状態で５年以上経

過したものは除く）として、JISのＥ２、JASのFc２な

どがあり、これらは内装仕上げとしては使用禁止として

います。

「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料」（発散速度

0.02mg/m2hを超え0.12mg/m2h以下）としてJISのＥ１、

JASのFc１、それに新設された「Ｆ☆☆」があり、これ

らと、「第３種ホルムアルデヒド発散建築材料」（発散速

度0.005mg/ｍ2hを超、0.12mg/m2h以下）であるJISのＥ

０、JASのFc０、新設されたJIS・JASの「Ｆ☆☆☆」

等は一定基準に基づいて使用面積の制限を受けます。

そして、この規制を受けない「規制対象外」（同

0.005mg/m2h以下）として「Ｆ☆☆☆☆」等があり、ム

クの木材等はこの「規制対象外」となります。

②喚起設備の義務付け。

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合で

も、家具からの発散があるため、原則として機械換気設

備の設置を義務付ける。

③天井裏等の制限。

天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少な

い建材とするか、もしくは機械換気設備を天井裏等も換

気できる構造にする。

◇　　　　　　　　◇

以上のような建築基準法の改正を受けて、東京都財務局

は特記仕様書の改正を行ったわけで、概要は次の通りです。

木工事では、防腐剤にクロルピリホス、ダイアノシン、

フェノルカブルを含有しないものを使用すると明記しまし

た。

木工事、建具工事、内装工事、ユニット工事のうち、ホ

ルムアルデヒドの放散等級は、JIS、JASの改正に伴って、

Ｆco、Ｅoと標記していたものをすべて「Ｆ☆☆☆☆」に

統一しました。

塗装工事と内装工事のうち、新たにJIS、JASが制定さ

れたものでホルムアルデヒドの放散等級があるものはすべ

てＦ☆☆☆と明記しました。

揮発性有機混合物の室内濃度測定は、対象物質をホルム

アルデヒド、トルエン、キシレンの３種類からアセトアル

デヒド、エチルベンゼン、スチレンを加えて６種類に増や

しました。
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東京都は7月1日付で、シックハウス
対策を盛り込んで特記仕様書を改正

──東京都財務局──



また測定方法は、吸引機を使用するアクティブ型からバ

ッジ型に変更し、測定は第三者の専門業者に委託すること

を明記しました。改修工事の場合、測定対象室は事前に測

定する、としています。

室内化学物質抑制対策として、接着剤、塗料はトルエン

の含有量の少ない規格品とすること、また塗布の際は使用

方法や塗布量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとるもの

としています。加えて、施工時、施工後の通風、換気を十

分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出させる

こととしています。

なお電気、機械工事の

特記仕様書では、塗料に

ついて、建築工事の塗装

工事と同じ表現を追加し

ています。
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内装仕上げ材の制限（ホルムアルデヒドに関する規制）

規制対象外第３種ホルムアルデヒ

ド発散建材

第２種ホルムアルデヒ

ド発散建材

第１種ホルムアルデヒ

ド発散建材
等級区分

JIS・JAS

新等級及び

大臣認定商品

Ｆ☆☆☆☆

Fc０・Ｅ０

及び大臣認定商品

Ｆ☆☆☆

Fc１・Ｅ１

及び大臣認定商品

Ｆ☆☆

Fc２・Ｅ２

Ｆ☆
対象商品

制限なし第３種だけの場合

床面積の５倍

第２種だけの場合

床面積の0.8倍

使用不可
Ａ

制　限

制限なし第３種だけの場合

床面積の２倍

第２種だけの場合

床面積の0.3倍

使用不可
Ｂ

Ａ：住宅等の居室で換気回数は0.7回／時以上。
Ｂ：住宅の寝室、リビング、台所等で換気回数0.7回／時未満、またホテルの客室等で換気回数は0.5回／時以上。
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日 建 大 協 

先頃、建設事業功労の平成15年国土交通大臣表彰者が

発表され、当協会関連では３名の方が受章の栄誉に浴され

ました。

また、平成15年度優秀施工者国土交通大臣顕彰の発表

も併せて行われ、当協会関連からは７名の方が受章されま

した。

平成15年国土交通大臣表彰者

久保　興一 氏
くぼ・こういち
久保興業（有）代表取締役
譖日本建設大工工事業協会理事
近畿支部
62歳

佐々木兼雄氏
譁松崎木工場 職長
栃木支部
53歳

細谷　和雄 氏
ほそや・かずお
細谷工業㈱代表取締役
譖日本建設大工工事業協会常任理事
東海支部
56歳

山西　　隆 氏
やまにし・たかし
㈱ダイケン代表取締役
譖日本建設大工工事業協会常任理事
石川支部
62歳

坂口　利行氏
譁石田工務店 職長
近畿支部
48歳

米田　安夫氏
譁寺田建設 職長
九州支部
57歳

泥濘　武雄氏
譁新井工務店 職長
埼玉支部
53歳

齋藤　　誠氏
譌山本建設 職長
青森支部
51歳

大黒　藤吉氏
譁タカシマ 職長
近畿支部
51歳

今野　多一氏
佐藤建設譁 職長
山形支部
53歳

平成15年国土交通大臣表彰（建設事業功労）受章

平成15年度優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞
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恒例の日建大協第28回定時総会が、５月20日、東京の

明治記念館において開催され、議案通り、平成15年度の

事業計画案等が恙無く議決承認されました。

引き続き行われた懇親会には、国土交通省から又野建設

振興課長、大金課長補佐、伊藤係長、その他関係団体より

多数の幹部のご臨席を賜り、ご親睦を深めていただき、盛

大に執り行われました。

また、平成15年度の主な事業として次のようなものが

決議されました。

・型枠基幹技能者の認定講習会を推進

・型枠工事業の認知の向上

・環境整備のために見積書や注文書契約書の標準化を推進

なお14年度実行に結びつかなかった雇用能力開発の雇

用改善推進事業は、引き続き申請し遂行することになりま

した。

また役員の移動については欠員のまま補充しないことに

なりました。

今年も青森支部より会員全員の参加をいただき、総会懇

親会を盛り上げていただきました。

日 建 大 協 

日建大協、第28回定時総会開催

平成15年度、日建大協

の委員会及び同構成メンバ

ーが次の通り決まりまし

た。

【常設委員会】

◇総務委員会
委員長　　　宮本　幸太

副委員長　　三野輪賢二

委　　員　　須長　哲夫

〃 佐々木　茂

〃 荒井　好晴

〃 川元　義之

〃 荻野　　優

〃 市川　照行

〃 二宮　　一

〃 菊池　昭夫

〃 戸倉　千武

◇広報委員会
委員長　　　星　　幸三

副委員長　　佐野　重秋

委　　員　　中元　祐一

〃 鮫島　敏郎

〃 荒井　和弘

◇型枠基幹技能者運営委
員会

委員長　　　高倉　外治

副委員長　　鮎沢　藤吉

委　　員　　高島　卓司

〃 山村　勝雄

〃 遠藤　一朗

〃 三野輪賢二

〃 吉安　蔵三

〃 黒沼憲之助

〃 中野　武則

〃 荒井　好晴

〃 目黒　　有

〃 川元　義之

また、限定委員会として

次の委員会が決まりまし

た。

【限定委員会】

◇型枠施工必携改定委員
会

委員長　　　鮎沢　藤吉

副委員長　　三野輪賢二

委　　員　　川元　義之

〃 保坂　信義

〃 鮫島　敏郎

〃 市川　照行

◇型枠ネットワーク委員会
委員長　　　三野輪賢二

副委員長　　市川　照行

委　　員　　国分　　茂

〃 原田　治雄

〃 横島　　覚

これまでの経営委員会、

経営基盤確立検討特別委員

会は廃止になりました。

◇技能検定受検のための
ハンドブック改定委員会

委員長　　　鮎沢　藤吉
副委員長　　三野輪賢二
委　　員　　荒井　好晴
〃 川元　義之
〃 保坂　信義
〃 佐々木俊夫

日建大協の平成15年度委員会及び同構成メンバー決まる
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毎号、全国の支部からのニュース。近況報告、楽しいお便りなどを掲載
しています。今回は、宮城支部と近畿支部にご登場いただきました。

宮城支部

「またか」７月26日未明に宮城県北部地帯を震源
とする「前震震度６弱（Ｍ5.7）」の地震が発生。津
波の心配はなかったものの、異常気象と台風10号の
影響で23日から宮城県地方に大雨注意報が出されて
おり、降りしきる雨の中で警戒していた矢先に県北
部の住民に緊張感が走りました。と言うのも２カ月
前の５月25日に三陸南地震（Ｍ6.5）が発生したば
かりで、その爪痕もまだ生々しく、壊れた家屋や道
路、河川、堤防などの地割れ、凹凸が無残にも曝け
出た状態の中で復旧作業に追われての毎日であった
からです。
さらに、26日の朝７時13分「本震震度６強（Ｍ

6.2）」、同日の午後４時56分「余震震度６弱（Ｍ5.3）」
と推定される地震が起こりました。１日で震度６以
上の地震が３度発生した記録は、統計のある1927年
以降初めてのようです。
今日に至っても依然として震度４クラスの余震が

続いております。「８月13日現在有感430回、無感を
含めると1753回」となっています。
北部連続地震による被害状況は日を追うごとに更

に拡大しております。また、被災者も日に日に増え
各市町村においても、行政側の計らいで各公共施設
（夏休み中の学校の体育館やコミュニティセンター）
に避難所を設けているようですがなにぶんにも不自
由な生活を強いられております。それでもあきらめ
半分、何で県北部に集中するのかと怒りも半分、住
民も一様に疲れきった表情で汗まみれになりながら
家族親類総出で力を合わせ家屋の廃材や家財の分

別、あらゆる道路に面した箇所のブロック塀の倒れ
など撤去作業に精を出している光景がいまだに見ら
れます。
今回の被害は「断水５日間、停電３日間」、家屋

の「全壊300棟」「半壊1598棟」「一部損壊8185棟」
「人的被害648人」で、このような環境下での中、奇
跡的にも死亡者がでなかったことは、２カ月前の地
震の時の防災と安全教育が生かされたからではない
でしょうか。
今回の震災で会員や従業員の家屋・社屋など被災

したものが多数おりますが、その対処を後回しにし、
公共事業の復興に努め、地域の安全と安心な暮らし
を優先して微力ながら復旧作業に尽力しております。
今後の復興までには、長期にわたる取り組みと活

動が必要と思われます。いつもは静かな農村地帯で
すが、今回の地震は県北部の住民にとってはかなり
のショックを受けたことは確かです。現在は堤防、
河川、道路の地割れ、陥没、凹凸等々、場所によって
は突貫工事の24時間体制の復旧作業を行っています。
復旧作業に必要な機材等の運搬で昼夜を問わず交通
量がかなり激しさを増し交通渋滞となっています。
最後になりましたがこの場をお借りして、日本建

設大工工事業協会の会員の皆様にお礼を申し上げた
いと思います。この度は多大なる御見舞金や各支部
の皆様より励ましのお言葉を賜り、本当に有難いこ
とと心より感謝申し上げます。頂戴いたしました御
見舞金は、宮城県支部会員にて復旧に活用させてい
ただきます。 宮城県支部長　山村

宮城県北部連続地震

近畿支部

進む型枠大工工事の多能工化
大手ゼネコンによるコストダウンと工期短縮方策

は、多種多様に及んでいる。中でも近畿圏において
は、工事量が大幅に落ち込んでいることによるもの
か、他社を一層差別化するために躯体の合理化策が
多岐に亘って展開され、それは各方面に大きな波紋
を投げかけている。
特に過当競争の激しい集合住宅においての、経済

設計に基づいた構造体の架構形式は、高強度コンク
リートと高強度鋼材使用及び継ぎ手方式の開発が躯
体断面を小さくするとともに、中高層建物の構築を
可能にした。
また、工期短縮には、躯体の各部材を工場生産と

し、柱、梁、手摺付バルコニースラブ、階段、壁な
どをフルPC化、一般スラブはハーフPCとした製品
を、現場に搬入して組み立て固定し、それぞれのジ
ョイント部分に接着薬液を注入または、コンクリー
トを流し込み、躯体を構築する工法が近年多く見受
けられるようになった。

各部材の重量は、最も重い長尺の梁では10トン近
い重さがあり、先ず、柱をクレーンで吊り上げ、所
定の位置にセットし固定する。次に壁を建て込み仮
設の方杖にて建ちを決める。水平に掛け渡す梁、ス
ラブは大型サポートの支保工を先行設置しこれに乗
せ掛ける。このような躯体の構築法によって躯体工
期は、在来工法に比べ３分の２程度に短縮された。
この方法では当初、各部材の設置は鳶工事とされ、

型枠工事は、墨の通り部材が取り付いているかのチ
ェックとジョイント部の型枠をするだけであった。
しかし、躯体のPC化によるコストダウンは捗々

しくなく、よりコストを低減するため、この躯体
PC施工すべてを型枠大工工事とし、従来、鳶工が
行っていた10トン近い重量物の玉掛け、揚重、取付、
位置決めを一貫して施工することとなった。
型枠大工工事量が減少しつつある状況下、型枠大

工としてできる仕事を取り込み、多能工化を一歩前
進させた。
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このひろばは、日建大協と会員の皆さんをつなぐ憩いのスペースです。皆さんが気軽
に参加できるページにしたいと思っています。皆さんの身の回りで起こった楽しい出
来事、誌面を通じて聞いてもらいたいご意見、土地のＰＲ、その他趣味の俳句、写真、
絵画など、なんでも構いません。ぜひ事務局までお寄せください。お待ちしています。

昨年度から始まった「型枠基幹技能者認定」は今年各地

で第２回目の認定が行われましたが、北陸ブロックでは平

成15年３月21日～同月23日にかけて講習が行われ、４月22

日付けをもって次の18名が認定証を受けられました。

型枠基幹技能者、第2回資格認定者発表！
北陸ブロックで18名が認定受ける

（003－0029）

角元　一行
昭和32年３月20日生　
福井支部
辻谷工務店

（003－0030）

下村　健治
昭和23年６月８日生
新潟支部
譁竹田工務店

（003－0031）

村下　　薫
昭和24年７月14日生
福井支部
譁活衛工務店

（003－0032）

鈴木　　悟
昭和37年３月16日生
新潟支部
譁岩野組

（003－0033）

千野　浩一
昭和44年８月３日生
新潟支部
譁千野工務店

（003－0034）

和田　常雄
昭和29年３月31日生
新潟支部
譌五十嵐組

（003－0035）

江口　博英
昭和30年３月20日生
新潟支部
譌牧野工務店

（003－0036）

牧野　　保
昭和43年３月29日生
新潟支部
譌牧野工務店

（003－0037）

伊藤大四郎
昭和25年10月19日生
新潟支部
藤巻建設譁

（003－0038）

齊藤　和正
昭和31年１月14日生
長野支部
福浦建設譁



13Nikken Daikyo / 2003.9

（003－0039）

杉原　　恵
昭和43年11月27日生
新潟支部
譁平原工業

（003－0040）

加藤　利長
昭和31年６月９日生
富山支部
譌加藤組

（003－0044）

遠藤　　亨
昭和37年１月６日生
新潟支部
譌影山組

（003－0045）

影山　　博
昭和18年９月23日生
新潟支部
譌影山組

（003－0046）

岡部　　隆
昭和45年５月５日生
新潟支部
譁岡部工務店

あ な た も 挑 戦  

以下の問題は、実際に「型枠施工技能検定」に出題された問題です。

いくつか抜粋してみましたので、あなたもちょっと力試ししてみませんか。○×でお答えく

ださい。（答えはこのページの右下隅にあります）

Ｑ１．鉄骨造は、耐火被覆をしなくても耐火構造である。
Ｑ２．片持ちばりでは、コンクリートの打継ぎを設けないのがよい。
Ｑ３．鉄筋・型枠材料の仮置場となるスラブ型枠は、場所、補強方法について、事前検討

が必要である。

Ｑ１．建築基準法施行令によれば、工事用材料の集積については、特に規定していない。
Ｑ２．ルーフドレーンは、アスファルト防水とモルタル防水とでは、形状が違うものを使

用する。
Ｑ３．階高のある建築の型枠用構台（ステージ）は、コンクリート打設時の耐力が必要な

ので、型枠解体材の搬出方法の検討はいらない。

２
　
級

１
　
級

先日、NHKの人間ドキュメントでノーベル化学賞を受賞した田中耕一さんの特集がありました。その中で、彼の父親が刃物の刃を研
ぐ職人で、朝早くから夜遅くまで父親の仕事をしている背中を見ながら育ったと言っていました。そして彼は何か一つのことに打ち込ん
で、一所懸命やっていれば、職人になって生業（なりわい）とすることができるということを言っていました。
また、別のTVでは、早くマスコミから開放されて、技術屋という職人に戻りたいといっていました。
彼の生き方の原点は、幼い時に見た、父親の背中ではないでしょうか。
私ども、日建大協としても、どんな仕事でも同じでしょうが、現場が原点ということで、机上の空論ではなく、役所、ゼネコンに媚び
へつらうことなく、積極的に、現在・現状・現場から出てきたものを、型枠専門工事業として、誇りを持って発信して行きたいと思います。
現在の建設業の現場の状況が少しでも良くならなくては、建設業の明日はないし、立派な背中を見せられる先輩が出なくては、よい後
継者は育たないと思います。最近の少年たちの犯罪も子どもの社会は、大人の社会の映し鏡ではないでしょうか。
これからは、現場の人に役立って、日建大協に本当に入っていて良かったと思えるような機関誌にしたいと思っていますので、現場を
よく知っていらっしゃる会員の皆様のご意見がございましたらご一報下さい。広報委員一同お待ちしています。

広報委員　鮫島　敏郎

（003－0041）

上松　貴昭
昭和40年３月９日生
新潟支部
譁上松建設

（003－0042）

吉塚　弘和
昭和45年１月27日生
富山支部
譌吉塚工務店

（003－0043）

大越　良三
昭和31年10月24日生
新潟支部
譌五味沢工務店

答え：〈２級〉Ｑ１×、Ｑ２○、Ｑ３○　〈１級〉Ｑ１×、Ｑ２○、Ｑ３×


