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建設業労働災害防止協会　専務理事

南本　禎亮
（Teisuke Minamimoto）

確実かつ効率的な安全管理活動を

当協会は、昭和39年９月に設立され、本年で創立

40周年を迎えることとなりました。これもひとえに

貴協会会員をはじめ業界関係者の方々のご支援、ご協

力の賜と感謝申し上げる次第でございます。

我が国の建設業における労働災害は、年々着実な減

少を続けてきており、特に建設業における労働災害で

亡くなられた方が、当協会が設立されました昭和39

年には約2400人であったものが、現在では当時の約

５分の１にまで減少してきております。このことは、

建設業界関係各位の長年にわたるご努力によってもた

らされたものであり、改めて敬意を表する次第であり

ます。

私ども建災防といたしましては、この長年にわたり

ますこの良き傾向を今後も堅持し、決して後戻りさせ

ないという強い決意のもとに、引き続き各種の労働災

害防止活動を展開していくことが、最大の課題と考え

ております。

しかしながら、現下の建設産業は、建設投資の低迷

などかつて経験したことのない厳しい経営環境にあ

り、企業においてはコストの縮減が進められるなか、

安全管理についても投資の手控えから、ややもすると

活動の減退が懸念されるところであります。

このような経済環境の厳しい時にこそ、企業経営と

一体となった安全管理を進め、企業の安全管理活動に

確実性と効率性とを同時に求めていくことが必要であ

り、このためには、企業の安全管理活動を企業の生産

組織に組み込まれたシステムとして定着させることが

特に重要であるとの考えから、当協会では「建設業労

働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS：コス

モス）」の普及・定着を協会活動の柱として推進して

おります。

特に、最近の建設現場の安全管理については、従来

の元請主導型から、今まで以上に専門工事業者の方々

の自律的な安全管理活動が求められてきていることか

ら、当協会としても、昨年４月から厚生労働省の委託

を受けて推進している「専門工事業者安全管理活動等

促進事業」の中で、型枠大工工事をはじめとする６業

種を対象とした専門工事業者のCOHSMS（：コスモ

ス）の導入・促進を支援しているところであります。

また、このCOHSMS：（コスモス）につきまして

は、国土交通省通達「平成16年度における建設工事

事故防止のための重点対策の実施について」の中でも、

COHSMS：（コスモス）の導入の推進が指示されて

いるところです。

したがいまして、貴協会に置かれましても、これら

事業の積極的な活用を図られ、各会員事業場における

確実的かつ効率的な安全管理活動が実施されていくこ

とをご期待申し上げる次第でございます。

建設業を取り巻く環境は、依然として厳しいものが

ありますが、今後、建設産業が我が国の基幹産業とし

て健全に発展していくためには、各建設事業場の安全

衛生水準をより一層向上させるとともに、誰もが安心

して働くことのできる職場づくりを推進することが不

可欠と考えます。

当協会といたしましても、各事業場の労働災害防止

活動の更なる活性化を促進するため、実行ある活動を

積極的に展開していくこととしておりますので、関係

各位のなお一層のご支援、ご協力をお願い申し上げま

す。

1967年（昭和42年）京都大学工学部卒業、

同年労働省入省。77年より在チェコスロバ

キア日本大使館一等書記官、81年より大臣

官房国際労働課長補佐を経て、85年より労

働基準局安全衛生部計画課長補佐、86年よ

り国際協力事業団企画部技術管理課長、89

年より職業能力開発局海外協力課長、92年

より群馬労働基準局長を歴任。94年より日

本労働研究機構総務部長、96年より労働基

準局安全衛生部安全課長を務める。翌年、同

局安全衛生部長に就任、98年に労働省を退

官。同年より現職となる。

巻頭言



はじめに

厚生労働省は平成11年４月「労働安全衛生マネジメン

トシステムに関する指針」を公表し、この指針に基づき、

同年11月建設業労働災害防止協会は、建設業の労働災害

の減少を図るため、また、安全衛生管理のノウハウが企業

内で組織的に高効率に継承され、企業の安全衛生水準の向

上等を必要とするとの観点から、「建設業労働安全衛生マ

ネジメントシステムガイドライン」を作成し公表しました。

このガイドラインの特徴は、店社と作業所を一体として概

念上の組織を建設事業場とし、この組織をシステム確立の

単位としたこと、また、店社と作業所の果たすべき安全衛

生管理の役割を明確にし、建設事業場の「計画（Plan）－

実施（Do）－評価（Check）－改善（Action）のサイクル

を効果的に廻すことができるようにしたことであります。

また、建設業の規模や業種を問わず、すべての建設企業が

対象となり、建設事業者の自らの意志により、自主的にシ

ステムの確立に取り組むことができるようになっている。

１．COHSMS構築の目的

COHSMS構築の目的は、労働者の協力の下に店社と作

業所が一体となって、「計画－実施－評価－改善」という

一連の過程を定めて、継続的に行う自主的な安全活動を促

進することにより、建設現場における労働災害の潜在的危

険性を低減するとともに、労働省の健康増進及び快適職場

の形成の促進を図り、もって、建設事業場における安全衛

生水準の向上に資することを目的としている。

２．COHSMSとは

COH SM Sとは、Construction（建設業）Occupational

HealthandSafety（労働安全衛生）Management System

（管理の仕組み）の頭文字を組合わせた造成語であり、建

設業界を対象とした安全衛星管理の仕組みを表す言葉であ

る。このCOHSMSとは、建設業労働災害防止協会が建設

業向けに開発した「建設業労働安全衛生マネジメントシス

テム」のことを指し、略称してCOHSMSと表現している。

従来から実施している安全施工サイクルや安全パトロール

等の災害を防止するための具体的かつ個別的な安全衛生活

動が、このCOHSMSに含まれている。

また、企業の組織・体系等にマッチしたCOHSMSを構

築することは、単に建設企業の労働安全衛生水準の向上を

図ることのみならず、生産性の向上や品質の向上、改善を

図ることにも役立ち、ひいては、効率的で効果的な企業経
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専門工事業の

「建設業労働安全衛生マネジメント
システム（COHSM

コ ス モ ス

S）構築」について
建設業労働災害防止協会（建災防）は、厚生労働省から委託を受けて、建設工事を直接行う

専門工事業者に、建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）を普及定着させる

ため、「専門工事業者安全管理活動等促進事業」を実施しております。この促進事業には、マ

ネジメントシステムの定着を目的とした「自律的安全管理活動促進事業」と、自律的安全管理

の啓発を行う「自律的安全管理活動啓発事業」と、安全管理活動を支援する「安全管理活動支

援事業」の３つの事業により推進されております。

この促進事業中で、型枠大工工事業は自律的安全管理活動促進事業の対象業種に指定され、

３カ年間の間にマネジメントシステムを構築することになっております。

特

集
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営の実現を可能にするものである。

３．専門工事業のCOHSMS導入の必要
性について

工事現場での労働災害や事故発生によってもたらす経営

リスクが益々増大する中で、被災者の多くは、専門工事業

に所属している建設現場の第一線で直接作業に携わってい

る作業員である。この作業員の生命と健康を守るために、

事業者自らが自律的な安全管理活動を促進していくことが

近年特に望まれている。そのためには、作業現場に潜在す

る危険性をできるだけ低減させるための継続的な安全衛生

管理を実施する仕組み（マネジメントシステム）を整理し

ていく必要がある。

また、国と民間の建設工事では、発注者が総合工事業を

通さず、直接、専門工事業者に工事を分割発注する、いわ

ゆるCM方式の採用など総合建設業主導の安全管理から専

門工事業者が自ら行う自律的な安全管理への転換を図る時

期を迎えている。このように専門工事業者にも安全管理活

動が必要とされており、そのためのマネジメントシステム、

即ち、COHSMS導入が求められている。

４．専門工事COHSMS標準モデルの
開発について

専門工事業者の安全管理の多くは、元方事業者が決めた

安全施工サイクルに協調して元方事業者の災害防止の一端

を担う形で進められてきたが、今日のような厳しい経営環

境や社会経済情勢の下では、専門工事業者自らが自律的に

安全衛生管理に直接取り組むための独自の仕組みが必要と

なってきた。このため、専門工事業者自らが容易にシステ

ムを構築することができるよう、分かりやすく、災害防止

効果の高い「仕組み」の開発が求められるようになってき

た。

現在、建設業に普及している「COHSMS」は主として

統括管理が求められる元方事業者の総合建設業者を対象に

した標準モデルのものであり、専門工事業者が「COHSMS」

をそのまま取り入れ、導入するにはいささか難しいところ

がある。そこで、今般、建設業労働災害防止協会において

厚生労働省から事業委託を受け、その指導の下に、専門工

事業者を対象とした「専門工事COHSMS標準モデル」を

開発して広く専門工事業界に普及を図ることとなった。

５．専門工事COHSMS標準モデルの特徴と
期待される効果について

専門工事業を対象としたCOHSMS標準モデルの特徴と

期待される効果は次の通りである。

① 小規模企業の従業員（社員）10名程度でも簡単に構

築できること。

② 職長が活動内容を理解して日々の作業の中で実践で

きること

③ 現場における具体的な災害防止効果が期待できるこ

と

④　作業員の不安全行動防止効果が高まること

⑤ 日常の効果的な安全施工ができ、生産性の向上に結

びつくこと

⑥ やさしいシステムから取り組み、ステップアップで

きること

この標準モデルは、専門工事業者、専門工事業団体、総

合工事業者からなる「専門工事業者安全管理活動等促進事

業運営委員会」において開発されたものである。また、こ

の標準モデルは専門工事業界において共通のモデルとされ

ており、総合工事業界にも共通に使用できるものを目指し

ている。

６．専門工事COHSMSの構築マニュ
アルの概要

システム構築の基本的項目は、盧システム運用体制を立

ち上げる、盪安全衛生の方針の表明を行う、蘯危険有害要

因の特定及び排除の作成を行う、盻安全衛生目標の設定を

する、眈安全衛生計画の立案・実施・改善等を作成する、

眇協力業者の安全衛生管理能力等の評価の作成、眄緊急事

態への対応、眩労働災害・事故等の調査、眤システム教育

の実施、眞システムの監査、眥システムの見直し、眦シス

テム関係文書等の管理・保管、眛工事安全衛生方針の表明、

眷作業所における危険有害要因の特定及び排除、眸作業所

における工事安全衛生目標の設定、睇作業所における工事

安全衛生計画の立案・実施・改善の16項目である。

この基本項目で、モデルⅠとして、20名以下の従業員

の企業においては、取り敢えず、盧・盪・蘯・盻・眈の５

項目について検討作成し、モデルⅡとして、30名以下の

従業員の企業においては、盧・盪・蘯・盻・眈・眄・眤の

７項目について、モデルⅢとして、20名以下の従業員の

企業においては、盧・盪・蘯・盻・眈・眄・眤・眞・眥・

眦の10項目について初年度は行い、次年度より、逐次実
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専門工事業の「建設業労働安全衛生マネジメント

システム（COHSMS）構築」について

特

集
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施項目を増やし、それぞれステップしていくことが望まし

いことになる。

７．専門工事COHSMSの標準モデル
の概略

専門工事COHSMSは、企業の規模に合わせて執り行う

も、標準モデルとして、次のような要領に従って実施する

ことを進める。

盧 システム運用体制

１）目的を設定する

２）システムの体制として社長の下に運用担当者・シ

ステムの管理者の配置

３）検討・討議の場として安全衛生委員会の設置

盪 安全衛生の方針の表明

１）方針目的の設定

２）安全衛生の方針に含める事項として

①　従業員・作業員の人命尊重を基本とする

②　元方事業者の安全衛生方針を加味する

③　特定した危険・有害要因を検討する

④ 持ち場・立場でのルールを守り、安全衛生活動

を推進し、安全衛生水準の向上を目指すものとす

る。

⑤　自社の安全衛生方針として明確にする。

３）実施手順としてその責任者業務として

①　安全衛生方針案の作成

②　安全衛生方針案の審議

③　安全衛生方針の決定

④　安全衛生方針の周知

⑤　安全衛生方針の改定

蘯 危険有害要因の特定及び排除

１）目的の設定

２）実施時期の設定

３）危険有害要因を特定するための検討事項

①　過去の労働災害、事故、ヒヤリハットの事例

②　工事に伴う作業手順（KY）

③　工事に伴う危険有害要因特定標準モデル

④　安全パトロール等の指摘事項

⑤　元方事業者からの指摘事項

⑥ 安全衛生関係法、社内規程等により手順を定め

る

４）実施手順及び責任者

①　危険有害要因の分析、抽出

②　危険有害要因の特定

③　実施すべき事項の決定

④　危険有害要因及び実施すべき事項の審議

⑤　危険有害要因及び実施すべき事項の決定

盻 安全衛生目標の設定

１）目的の設定

２）実施時期の設定

３）安全衛生目標の設定のための検討すべき事項

①　前年度の労働災害、事故から検討する

② 特定された危険有害要因特定標準モデルから検

討する

③　前年度の安全衛生目標の達成状況から検討する

４）実施手順及び責任者

①　安全衛生目標案の作成を行う

②　安全衛生目標案の審議を行う

③　安全衛生目標案の設定を行う

④　目標の周知徹底を行う。

眈 安全衛生計画の立案・実施・改善

１）目的の設定

２）安全衛生計画の作成時期の設定

３）安全衛生計画の作成で検討すべき事項

① 特定した危険有害要因とその除去または低減の

方法

② 労働安全衛生関係法令、社内安全衛生規程等遵

守

③ 安全衛生に関する活動及び行事（安全パトロー

ル、安全大会等）

④　前年度の安全衛生計画の実施及び達成状況

⑤　現場「安全サイクル」活動等の状況

⑥　元方事業者の安全活動状況

４）実施手順及び責任者

①　安全衛生計画案の作成

②　安全衛生計画案の審議

③　安全衛生計画の決定

④　安全衛生計画の周知徹底

⑤　安全衛生計画の実施、運用

⑥　日常的な点検及び改善

眇 協力業者の安全衛生管理能力等の評価

１）目的の設定

２）実施時期

３）適用範囲

４）実施手順及び責任者

①　評価の実施

②　評価結果への対応

③　評価結果に基づくフォローアップ
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専門工事業の「建設業労働安全衛生マネジメント

システム（COHSMS）構築」について

特

集
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眄 緊急事態への対応

１）目的の設定

２）緊急事態発生時の体制

３）緊急事態への対応措置での検討すべき事項

① 緊急事態の基準（降雨量、風速、震度、火災、

崩壊等）

②　緊急時の連絡先及び連絡網

③ 緊急時の行動（救助活動、退避方法、応急手当

等）

④　緊急事態への対応訓練

４）実施手順及び責任者

①　緊急事態への対応措置の策定

②　緊急事態への対応措置の報告と承認

③　緊急事態への対応

眩 労働災害・事故等の調査

１）目的の設定

２）労働災害・事故等の調査の範囲

３）元方事業者の調査への協力

４）実施手順及び責任者

①　労働災害・事故の調査等

労働災害・事故の発生状況の把握

労働災害・事故の要因分析及び改善策の検討

改善策の決定

改善策の実施

安全衛生に関する規程等への反映

②　ヒヤリハットの調査等

ヒヤリハットの調査

ヒヤリハット調査結果の提出

ヒヤリハットの分析及び対策の検討

分析結果の管理

眤 システム教育の実施

１）目的の設定

２）システム教育の適用範囲

３）実施手順及び責任者

①　システム教育実施計画の作成

②　システム教育の実施

③　システム教育実施の記録

眞 システム監査

１）目的の設定

２）システム監査の実施時期

３）システム監査の適用範囲

４）システム監査員

５）実施手順及び責任者

①　基本監査計画の作成

②　監査の実施

③　監査結果の報告

④　監査結果の分析及び報告

眥 システムの見直し

１）目的の設定

２）システム見直しの実施時期

３）システム見直しで検討する事項

①　システム監査の分析結果を見直すこと

②　安全衛生方針の妥当性をチェックすること

③ 安全衛生目標の達成状況を客観的に評価するこ

と

④　安全衛生計画の実施状況

⑤　危険有害要因の除去又は低減の状況

４）実施手順及び責任者

①　システム見直しの指示

②　システム改定案の作成

③　システム改定案の審議

④　システム改定

５）関係文書及び帳票

①　システム監査チェックリスト

眦 システム関係文書等の管理・保管

１）目的の設定

２）管理・保管する文書等

３）システム文書ファイルを保管

４）実施手順及び責任者

①　システム関係文書原本等の管理

②　システム文書の配布

眛眷眸睇の作業所における項目は前述の項目盪蘯盻眈

に巡視準じて作成設定するもので省略する。
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＊「廃棄物処理」関連につきましては、次のよ

うな背景に照らし合わせて、今後の活動等が検

討されています。

●産廃処理に関して

当協会の会員は、合板パネルから発生する木

くずの処理費で、経営を脅かされる段階まで来

ております。先日も会員の中で、この処理問題

に関して、行政の指導のもと、経営が行き詰ま

り、自ら命を絶ったと言われております。この

手の事件が年に２～３件発生しております。

私どもの型枠業界は、特殊な条件の中に置か

れております。平成12年に旧厚生省から出され

ました建設産業廃棄物処理指針については、そ

の６条の事項については十分承知しております

が、特殊な環境の中に置かれている関係上、こ

れだけでは救済できない事情に置かれていま

す。型枠工事業には、コンクリートを固めるた

めの枠を組立てる工事業でありますが、一度使

ったものを再度利用して、次の現場で使い、回

転させながら使っており、工事現場から持ち帰

り、補修したり、剥離剤を塗り替えたりして、

リサイクルして使っているわけであります。指

針通り現場発生したものを元請業者に任せて処

分していては、森林材の無駄遣い、ひいては国

策にもそぐわないものと思われますので、再利

用に精進しているわけであります。持ち帰って、

補修したりしていると当然廃棄部が発生してま

いります。この処分費用については全く救済さ

れないのであります。全て、自己責任のもと自

費で賄っているわけであります。この処分費用

が経営を圧迫して来つつあるわけであります。

公共工事については、廃棄物処分費用が出て

おりますが、元請から、この費用はいただいて

おりませんので、非常に苦しい状況下に置かれ

ているわけであります。

平成16年１月実施
「産廃処理」「赤伝」に関する
協会内アンケート結果出る
この１月にご協力いただき実施致しました「産廃処理」及び「赤伝」に関する協会内アン

ケートの結果が出ましたので、その内容をご報告致します。

なお、本アンケートに関しましては、これからどのように活用していくか、どのように陳

情していくか、検討がなされているところであります。

「産棄物処理」に関するアンケート集計（数字は、㊧＝件数、㊨＝構成比％）

１．現在の貴社における廃棄物について
①現場で発生した廃棄物は全て元請が処理 12 2.15
②現場で発生した廃棄物は一部元請が処理 60 10.75
③現場で発生した廃棄物は全て持帰自費処理 158 28.32
④現場で発生した廃棄物は一部持帰自費処理 21 3.76
⑤持帰った廃棄物は廃棄物と再利用に仕分 154 27.60
⑥仕分けで再利用できない物は自費で処理する 152 27.24
⑦その他 1 0.18
合　計 558 100.00

２．廃棄物の処理委託先について
①全て処理業者に委託している 141 48.62
②一部処理業者に、残りは自社で処理している 113 38.97
③全て元請が処理業者に委託している 13 4.48
④その他 23 7.93
合　計 290 100.00

３．処理方法について
①自社の焼却炉で全て処理している 75 22.32
②チップにしている 17 5.06
③他社の焼却炉に委託している 58 17.26
④他社に委託してチップにしている 80 23.81
⑤業者に委託しているので処分方法が分からない 87 25.89
⑥その他 19 5.65
合　計 336 100.00

４．貴社における設備について
①自社で焼却炉を設置している 85 33.20
②自社で再利用の設備チップ炭化設備を保有している。 2 0.78
③再利用の設備が近くにある。 25 9.77
④再利用の設備が100キロ以内にある 82 32.03
⑤再利用の設備が100キロ以上になる 12 4.69
⑥その他 50 19.53
合　計 256 100.00

５．処理費用について
①売上に対する比率（処理費／売上） （2％）
②最近支払った４トン車１台当たりの単価 （49.18％）
③２年前と比較するとどれくらい値上がりしたか （55.70％）
④ここ２～３年変わっていない 62 36.26
⑤ここ２～３年急上昇している 95 55.56
⑥その他 14 8.19
合　計 171 100.00

６．見積もりの処理費掲載について
①見積もり書に必ず計上する 87 24.79
②見積もり書には計上しない 57 16.24
③見積もり書に計上することがある 84 23.93
④見積もり書に計上し認められることがある 11 3.13
⑤見積もり書に必ず計上するも認められない 85 24.22
⑥その他 27 7.69
合　計 351 100.00



＊「赤伝処理」関連につきましては、次のよう

な要望背景に照らし合わせて、今後の活動等が

検討されています。

●赤伝処理に関して

〔要望理由〕当協会の会員におきましては、不

良施工や後片付け代金、契約もしていない項目

の代金等の口実のもと、事前に何の説明もなく、

ただ伝票に内容が記載され、契約金額より、契

約金額の５～10％の高率で受取から差し引かれ

ております。

非常に厳しい条件のもとで施工させられてい

る中で、非情にも容赦なく差し引かれ、何の抵

抗もできない下請業者苛めに遭っております。

このような横暴な行為を排除する方法はない

ものでしょうか。法的に解決するには、弱小企

業にとりましては、あまりにも負担が大きく太

刀打ちできません。このような行為を行った企

業に対して経審等で制裁を加えるような方法は

とれないものでしょうか。

我々、型枠工事業の企業は、産業廃棄物処理

費、この元請業者による不当な差引赤伝処理に

苦しめられております。自助努力による合理化、

経費縮減による節約を致しましても企業を維持

して行くことは困難であります。建設産業政策

大綱に謳われております「技術と経営に優れた

企業が適正な市場競争を通じて成長できる枠組

みつくり」、「適正な競争を通じて良いものを安

く」の政策目標を実行することは、不可能なこ

とであります。

目標を実現化することが、行政の責務にある

ものと思われますので、早急に本問題に取り組

みいただきますよう要望致します。
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「赤伝処理」に関するアンケート集計（数字は㊧＝件数、㊨＝構成比％）

１．赤伝処理について
１）契約金額から赤伝による差し引きを受けたことがあるか
①受けたことがある 176 65.43
②受けたことはない 22 8.18
③ときどき受けたことがある 63 23.42
④受けたことは一度もない 8 2.97
合　計 269 100.00

２）どのような項目で差し引かれたか
①生活ゴミ代として 122 25.10
②清掃用具代として 84 17.28
③冷暖房代として 24 4.94
④駐車場代金分担金として 148 30.45
⑤投光器の電気代として 21 4.32
⑥その他 87 17.90
合　計 486 100.00

３）施工上においてどのような赤伝の項目で引かれたか
①不良施工のハツリ代として 201 30.09
②左官の補修代として 211 31.59
③片付けの不備を指摘され 145 21.71
④アンカーインサート釘切断代として 68 10.18
⑤その他 43 6.44
合　計 668 100.00

２．赤伝処理方法について
①事前に説明もなく赤伝で差し引かれている 123 28.47
②事前に明確な説明があり捺印の上、差し引かれている 87 20.14
③赤伝にその明細内容が記載されている 135 31.25
④赤伝に内容の記載がなく金額のみ 75 17.36
⑤その他 12 2.78
合　計 432 100.00

３．赤伝処理金額について
①契約金額の10％まで 11 3.77
②契約金額の５～10％まで 42 14.38
③契約金額の１～５％まで 62 21.23
④その他ケースバイケースにより 170 58.22
⑤その他 7 2.40
合　計 292 100.00

４．赤伝に対する抗弁について
①一応抵抗する 113 32.66
②抵抗するが最終的には支払う 164 47.40
③指示に従う 42 12.14
④相殺を差し止める 12 3.47
⑤その他 15 4.34
合　計 346 100.00



初期投資の少ない

高機能型枠積算用ソフト「SPS」
─株式会社しっつ─

株式会社しっつが、18年間の積算事務所としての経験

と実績を生かして開発した型枠積算用ソフト「SPS（Spa-

ce Package System）」は、現在、近畿圏を中心に多く

の型枠会社で高い信頼性と評価を得ています。同社では、

2003年５月からSPSをレンタルソフトウェア方式で一般に

貸出しを行っており、一般に高額といわれる専門ソフトウ

ェアを月々手頃な一定額の利用料を払うことで使用でき、

初期投資が少なくてすむ、このことも評価につながってい

るようです。

SPSの特長は、今までのソフトウェアでは積算が困難だ

と思われてきた、曲線やドーム型・螺旋階段に至るまでの

すべてに対応しているほか、複雑に絡み合った梁・壁など

の小口控除でもコンピュータ内で自動で切り取り、控除を

行い、実施型枠数量（m2）との誤差を“０”（ゼロ）にす

ることも可能になっています。入力したデータは、演算処

理後に、検証用ソウトウェア「SPSビューアー」と「SPS

リスト」によってさらに高い精度の積算を実現できます。

入力作業は、柱や梁などのオブジェクトをリストから選

び、積み木感覚で画面上に貼り付けるだけで、不要に重な

り合った部分は、演算処理後、自動で控除され、型枠の表
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躍進するパンチングフォーム工法
─岡部建材株式会社─

いま、基礎型枠が変わる！

「パンチングフォーム工法」は、自然環境に優しく、か

つ省力化に貢献する新しいシステム基礎型枠です。岡部グ

ループの新主力商品として、将来に顕著な進展がのぞまれ

ており、発売以来大きな反響を呼び、すでに多くの現場で

施工されています。

在来工法には、資材の搬入・搬出、また残材・廃材の処

理もあり、「工数がかかる」という大きな課題があります。

これに対して「パンチングフォーム工法」は、再利用する

軽量の部材を現場で組立てる方式のため、廃材が出なくな

ることはもちろんですが、人工削減、工期短縮、運搬費の

軽減などが実現できる工法として大きな評価を得ています。

パンチングフォーム工法は「無解体工法」という従来工

法とまったく異なる側面を持っています。加えて、高いコ

ンクリート躯体品質と施工精度を持ち、型枠のイメージを

大きく変えました。こ

の特長を理解すること

で、型枠施工の新たな

展開につながるのでは

ないでしょうか。

岡部建材株式会社

電話　03－3621－1611

いま、型枠業界に注目される３商品

施工例１

レンタルの図

施工例２



“手間いらず、仕上がりきれいな”

ダブルライト入隅（入隅用型枠）新発売
─フクビ化学工業株式会社─

フクビ化学工業はこのほど、軽く、明るく、施工しやす

い樹脂型枠で、最終的に転用できなくなったパネルは粉砕

し、原料としてリサイクルできる、環境に優しいクリーン

型枠『フクビ　ダブルライト』の新アイテムを発売しまし

た。同製品は入隅用型枠の『ダブルライト入隅』で、現場

の要望を取り入れて開発されたものです。

入隅部分の型枠工事はハツリ作業が出ないように大変気

を使う箇所ですが、『ダブルライト入隅』は、押出樹脂成

形の特長を生かした継ぎ目のない一体成形品であり、入隅

部のノロや目違いが出ず、きれいな仕上がりになるのでハ

ツリ作業が不要となります。

また、桟木も一体なので組み立ての手間もなく、脱型時

にせき板と桟木がバラけることもなく、作業性が良いとさ

れています。

素材のポリプロピレン樹脂はコンクリートとの剥離性が

良く、適度な「しなり」があるので無理なく脱型でき、さ

らに、桟木部分に加工してあるバール差込穴を利用するこ

とで、せき板面を傷つけることが少なくなり、転用回数も

向上します。

なおこの『ダブルライト入隅』は、在来のコンパネとの

併用も考慮して設計されています。そのため、入隅部分は

『ダブルライト入隅』を使用し、それ以外はコンパネ、と

いう使い方も可能です。

製品の形状は西日本用・東日本用共に１種類のみで、Ｌ

寸法についてはそれぞれ1800mm、2200mm、2400mmの

規格品のほか、2401～4000mmの範囲については希望寸法

に合わせて作成する特注対応をとっています。

材料設計価格（西日本用・東日本庸共）

5400円／本（Ｌ寸法1800mmの場合）

フクビ化学工業株式会社　電話　03－5742－6321
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面積だけで計算されます。

さらに、入力するための規制を取り払い整理することに

よって、習得する時間も数日から数週間程度で実務に使用

できるという特長をもっています。

・利用料金　初期費用（事務手数料含む）※初回のみ

1200円（ソフトCD等含む）

月額サーバ利用料（24時間使い放題）

３万円／月（１契約１メールアドレス）

株式会社しっつ　電話　075－813－0037

SPSならこれだけの効果がのぞめる

●ダブルライト72入隅 
　（西日本用） 

●ダブルライト60入隅 
　（東日本用） 

製品断面図

ダブルライト入隅 

合成型枠 
ダブルライト 
（本体） 

納まり例
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日 建 大 協 

勲五等
双光旭日章

勲六等
単光端宝章

黄　綬
褒　章

たなか　よしのり
支 部 名：九州支部
年　　齢：72歳
所属企業：㈲田中建設

田中　良則氏
ごみさわ　たけし
支 部 名：新潟支部
年　　齢：64歳
所属企業：㈲五味沢工務店

五味澤　猛氏

かたの　ちゅうすけ
支 部 名：東京支部
年　　齢：67歳
所属企業：宮本建設工業㈱

片野　忠助氏
やまさこ　しげみつ
支 部 名：九州支部
年　　齢：60歳
所属企業：㈱堀之内工務店

山迫　繁光氏

平成15年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰者（労働マスター）

支 部 名：山形支部
年　　齢：38歳
所属企業：譌シバタ

柴田　好春氏平成15年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰者（労働マス

ター）に、当協会山形支部の柴田好春氏が選出されました。

おめでとうございます。

平成16年度春の叙勲・褒章受章者

平成16年度、春の叙勲・褒章受章者が発表され、当協会

関連では下記４名の方が受章の栄誉に浴されました。ご関

連の皆様に、謹んでお慶び申し上げます。
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日 建 大 協 

平成15年度最終の常任理事会を平成16年２月27日貊、第

一ホテル東京にて行いました。同理事会では、平成15年

度の総会における審議事項、また総会時の役割分担、理事

満期に伴う改選につきまして各支部の提案事項、各支部に

おける現況報告等が行われ、審議がなされました。

各支部からの現況報告には次のようなものがありまし

た。

１．型枠工事の受注動向については全地域において、昨年

を100とすれば北海道・東北地区では10～20％も減少

し、東京支部では20～30％も少なかったとの報告で、

他の地域においても低調のままであるとの報告でした。

建設産業投資の動向は、国土交通省の15年度見通しは

54兆円でしたが、各支部とも、実質的には、実感とし

て相当下方修正が必要ではないかと推測されます。

２．今後の見通しについても全国的にさらに減少するとの

見方です。一部地区においては本年並の横這い状態では

ないかと推測していますが、横這い状態が続けば良い方

で、大部分は悲観的です。

３．受注単価について、現在施工中のものは、集合住宅関

連では押並べて2100円から3000円で、これは昨年に比

べてほとんど変わっていないとのこと。単価の推移とし

ては昨年並で受注しているもようです。

市場における単価はこれより200～500円高いところ

があるようですが、積算時点で既にカットされる場合が

多いために市場単価の把握は難しいようです。

これから推測しまして、積算単価は常に採算ぎりぎり

の単価をつけるが、契約単価に結びつくような気配は全

くありません。現時点における契約単価は2300円から

2500円見当で契約しているもようです。受注競争はま

すます激化の一途を辿り、厳しさは昨年以上になること

は必定だといえます。

４．賃金の推移と職人の過不足については、仕事量に正比

例し、当然賃金は安く、安くしか支払えないと言います。

従って、職人の過不足は需要と供給の原則により、あま

り気味です。各社相当余裕で回転しているとのこと。金

額的には１万円から２万円と幅広く推移しています。

５．依然として、廃業・倒産・転職とめまぐるしく変化し、

会員の中にも目立つようになってきています。

※　　　　　　　　　※

なお同理事会におきまして、改選に伴う各支部の割振に

つきましては、下表のように議決承認されました。

平成15年度最終常任理事会、２月に開催

監　　事理　　事常任理事専務理事副会長会　　長支部名

○　１名○　１名北海道

○　１名青　森

○　１名岩　手

○　１名秋　田

○　１名山　形

○　１名○　１名○　１名宮　城

○　１名○　１名福　島

○　１名群　馬

○　１名栃　木

○　１名○　１名埼　玉

○　１名○　２名○　７名○　１名○　１名東　京

○　１名○　１名○　１名神奈川

○　１名○　１名千　葉

○　１名○　１名長　野

○　１名○　１名○　１名新　潟

○　１名○　１名富　山

○　２名○　１名○　１名東　海

○　１名○　１名石　川

○　１名福　井

○　２名○　１名○　１名近　畿

○　１名○　１名岡　山

○　１名○　１名中　国

○　１名四　国

○　４名○　２名○　１名九　州



13Nikken Daikyo / 2004.5

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、秋田支部と四国支部にご登場いただきました。

当地区だけでしょうか？今、当地区での型枠工事にお

いての見積は、あってないに等しい状態です。ゼネコン

からの指値発注で原価を切って受注しなければならない

現状の中で、そのしわ寄せが職人の労務賃金の下落とブ

レーキのかからない状態の競争をさせられている現実で

す。これも工事量が大幅に落ち込んでいるのが一因では

ないかと思われますが……

建築物が機能性よりも景観性を重視した設計が増え、

その形状の複雑化は更に進展し、型枠工事の高度の技術

の重要性が要求されるところであります。しかし、その

割合には型枠の職人に対する認知はまだまだされていな

いと見るのは、私だけでしょうか。

今年に入って秋田地区の型枠職人が独立開業のため、

３社が業者登録の許可申請の手続きを致しましたとこ

ろ、型枠大工は工事分類にはないということで、鳶・土

木・コンクリート工事業の許可を取ってきました。型枠

大工は建設業の業種分類にはないと言われましたが、な

いのでしょうか、ちなみに建設工事業の許可は施工管理

技士か建築士で、大工工事業の許可は木造建築が造作大

工となっており、型枠工事はコンクリート工事の工種に

入っているのが実状です。これから独立開業を目指す型

枠職人のためにも法の改正をお願いしたいものです。ま

た、建築工事の特記仕様書等には型枠工事が分類されて

いないので分類していただくよう働きかけを望みます。

ひいては型枠工事業の認知、若い型枠職人の地位向上の

ためにもなります。型枠業界が一体となり本部で率先し

てこの運動に取り組んでいただきたいと思います。

当支部では会員企業による指定店を設け、資材の共同

購買事業を行い、組合事業推進をとり行っているところ

であります。今年もＣＭ方式による工事が一件発注にな

り、会員企業の協力のもと施工されていますが単価は厳

しいものがあります。それと県発注工事においては一次

下請に地元型枠業者に発注していただけるように関係機

関に陳情を継続しており、それなりの成果が出ています。

また、毎年型枠一級技能検定試験前には会員企業より

講師を送り、100％合格を目指し講習会を開催しており

ます。今後、型枠基幹技能者認定も東北地区でも開催し

ていただきたく要望致します。型枠基幹技能者の国家資

格への昇格と従来からの型枠一級技能士も型枠基幹技能

者も一日も早く現場常駐制度を実現できますように本部

で取り組んでいただくように要望します。

一日も早い景気回復と単価下落に歯止めがかかること

を祈念しながら、型枠業者の未来が明るくなるように願

っております。

若い職人の地位向上を

今、四国では
桜の季節も終わり、若葉の季節となりました。
気の早い話ですが、現場の大工さんには大変な暑

い夏が直ぐにやってまいります。今年の夏はどうな
のか気になります。
中央での景気回復が話題となっていますが、こち

ら四国にはまだまだその風が吹く気配すら感じられ
ません。片田舎には景気の波が遅れてやってきます。
まだまだ厳しさが続きそうです。
四国支部では８社が加盟しています。２月に建設

産業専門団体四国地区連合会設立総会に参加いたし
ました。また、後日開催されました「建設専門業の
経営革新支援研修」四国地区カリキュラムに５社出
席し興味深く話を聞かせていただきました。また機
会があれば参加したいと思います。
支部としての活動はほとんどありませんが、母体

となる平成元年に設立された四国型枠工事業協同組
合での活動が主となります。高知県・香川県・徳島
県・愛媛県の72社で運営されています。その中で各

県２社ずつ日建大協に加盟しています。片田舎と思
っていた四国も、本四連絡橋（３本も架かっていま
す）が架かり、高速道路の拡大で様変わりをしてま
いりました。何かと関西との関わりが増えてきたよ
うに思われます。
大手ゼネコンも関西事業本部のなかの四国支店、

としての位置付けのようです。早く景気を含めて関
西の立ち直りを願う次第です。そうなれば「今、関
西ではこの位の単価でできている」とネゴされたの
が、逆のネゴをしてみたいものだと…否そのとき四
国は別だと言われる心配の方が大きい。
最早、四国の田舎者ではいけないと思わなくては。

またこれからの時代は、未だ経験したことがない時
代だと。
日建大協を通じて全国単位で考えていかねばと思

います。
これからも宜しくお願いいたします。

四国支部

秋田支部
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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。

北陸ブロックの、平成15年度第４回型枠基幹技能者認定

は昨年６月13日～15日にかけて行われ、23名の方が合格認

定を受けられました。

北陸ブロック、第4回（平成15年度）型枠
基幹技能者認定で23名が認定受ける

（003－0062）

玉島　昭男
昭和20年９月17日生

富山支部

㈲玉島建設

（003－0063）

豊岡　　隆
昭和27年８月６日生

富山支部

エムビー建設㈱

（003－0064）

横内　芳隆
昭和39年２月26日生

富山支部

横内建設㈱

（003－0065）

宮窪　秀作
昭和22年10月２日生

富山支部

宮窪建設㈱

（003－0066）

金山　正昭
昭和22年２月25日生

富山支部

㈲金山工務店

（003－0067）

恩田　専治
昭和21年５月４日生

富山支部

㈲若林建工

（003－0068）

細川　喜代春
昭和41年11月26日生

富山支部

信栄工業㈱

（003－0069）

富田　光正
昭和36年８月17日生

富山支部

㈲打田組

（003－0070）

野村　良雄
昭和37年10月７日生

富山支部

野村建設㈱

（003－0071）

中島　武志
昭和44年４月24日生

石川支部

㈱勝木組

（003－0072）

竹森　源一
昭和41年９月30日生

富山支部

㈲竹森工務店

（003－0073）

四十本　孝弘
昭和32年12月19日生

富山支部

新川建興㈱

（003－0074）

南部　親弘
昭和34年12月20日生

富山支部

㈲南部工務店

（003－0075）

金子　雅也
昭和39年３月25日生

富山支部

㈲金子建設

（003－0076）

土田　　宏
昭和48年10月30日生

富山支部

㈲土田良一工務店
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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．円形の壁付柱には、ボイド型枠を使用すると便利である。
Ｑ２．支柱に水平つなぎを設ける目的は、座屈、浮き上がりの防止等のためである。
Ｑ３．工事現場の周囲に設ける仮囲いの高さは、地盤面から1.3ｍ以上としなければなら

ない。

Ｑ１．柱が鉄骨鉄筋コンクリートの場合、コンクリート打ちの際の側圧は、左右不均等に
なりやすい。

Ｑ２．コンクリートの打込みのときに型枠が受ける側圧は、打込み速さには影響されない。
Ｑ３．コンクリートの水セメント比の最大値は、65％である。

２
　
級

１
　
級

昔から、建築に欠かすことのできないものに（Ｑ．Ｃ・Ｄ．Ｓ）品質、原価、工程、安全というものがあり、

この４本の柱で建物はできていくわけですが、最近は環境（Ｅ）という言葉が大きくさけばれており、いわゆる

建築中も完成後も環境に配慮したものを作っていこうではないかということです。

こうした自然に対する心遣いも大変重要な環境に対する一つだと思っておりますが、もっともっと建設現場の

仮囲いの中の環境に目を向け、高齢化が進む中、いかに若手の労働力を増やしていくかはこれからの大きな我々

の課題であり、皆様方と共に魅力ある職場作りを考えていきたいと思っております。

広報委員長　星　幸三

答え：〈２級〉Ｑ１×、Ｑ２○、Ｑ３×　〈１級〉Ｑ１○、Ｑ２×、Ｑ３○

（003－0077）

浦野　輝夫
昭和32年３月17日生

富山支部

㈲クボキ工務店

（003－0078）

犀川　和義
昭和47年２月８日生

富山支部

㈲クボキ工務店

（003－0079）

杉谷　俊信
昭和48年２月27日生

富山支部

杉谷建設

（003－0080）

佐藤　大輔
昭和44年２月25日生

富山支部

㈱今村工務店

（003－0081）

藤井　幸樹
昭和47年７月９日生

富山支部

㈲吉塚工務店

（003－0082）

俵山　正行
昭和45年２月３日生

富山支部

㈲吉塚工務店

（003－0083）

海老　正二郎
昭和23年７月４日生

富山支部

㈱栗山組

（003－0084）

池田　勝栄
昭和15年７月１日生

富山支部

池田組


