
1 はじめに

　現在、日本建設業連合会の推計によれば、2014
年に343万人であった建設技能労働者が、2025年
度までの10年間に128万人の大量離職が発生し、
このままでは215万人に減少するであろうと言わ
れており、生産性の向上が喫緊の課題であること
は言うまでもない。しかしながら、作業所は一日
として同じ作業状況にはなく、毎日常に変化して
いるため、ただ生産性の向上ができればすべての
課題が解決するとは言えない。そこで生産性の向
上と合わせて必要となるのが、作業所長のマネジ
メント力である。
　「人生の方程式＝考え方×熱意×能力」とする
ならば、建設事業では個人の考え方や能力が生産
性の向上にあたり、その熱意が作業所長のマネジ
メント力にあたると考えられる。そのマネジメン
ト力には、ハードマネジメント（テクニカルスキ
ル）とソフトマネジメント（マネジメントスキ
ル、ヒューマンスキル）があるが、作業所長は

トップマネジメントの領域にあり、特にソフトマ
ネジメントが大きく関与している（図1）。
　本稿では、筆者が2014年～ 17年に担当した
「ささしまライブ24地区グローバルゲート工事」
（写真1）を例に、二つのマネジメント力―ハー
ド面とソフト面について報告する。

写真1　グローバルゲート外観（ウエスト棟・イースト棟）

2 ハード面のマネジメント力

　ハード面における生産性向上とは、残すべきも
のは残し、検証してやり方を直すべきものは直す
ことであり、つまり過去のやり方を変えることで
ある。そのハード面の手法について、以下に示す
四つの事項で説明する。
2.1　フロントローディングによる生産性向上
2.2　省人化・省力化の推進
2.3　協力会社との共同計画
2.4　BIM推進・ICTの積極活用

図1　�作業所長のマネジメント力の把握・見える化・継続的改善
のしくみ構築～ソフトとハード～
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2.1　フロントローディングによる生産性向上
2.1.1　社外に対するフロントローディング
　これは、準備工事段階に諸官庁と協力して、ス
テークホルダーが互いにWin-Winとなる最適な
施工条件を構築していくことである。
　その実例として、準備工事時に多数の地中障害
を発見した際、元土地所有者の所轄官庁と建築主
と協議を重ね、確認申請以前に、先行鋤取りや地
中障害搬出の許可を得ることができた（図2）。
　また、所轄官庁では敷地外へのバックアンカー
工法は原則不可であるが、公共性の高い建物であ
ることを理解していただき、工法採用の許可をい
ただいた（図3）。
　ここでは、ステークホルダーに対して工事につ
いて十分な説明を行うことで、お互いにメリット
のあることを考察・共有することが肝要である。

2.1.2　�設計施工の強みを活かした設計への生産
情報フィードバック

　今回の建物は、ウエスト棟、イースト棟、そし
てそれを繋ぐ低層棟で構成されており、当初その
基礎は、全棟とも杭基礎で設計されていたが、液
状化対策として格子状地盤改良を採用することに
より、【パイルド・ラフト基礎＋直接基礎】に合
理化している（図4）。

　また、許可をいただいたバックアンカー工法に
より、地盤改良杭打機をほぼ掘削底まで下ろすこ
とで、空堀長を低減できた（図5及び写真2）。
　更に、地盤改良杭のコッター構築について、従
前の手はつりをAS切削機によるものとし、成形
可能な形状に設計変更して、新工法として開発し
ている。
　このような技術開発は、生産性向上になくては
ならないものであり、設計と施工が一体となった
技術開発が特に有効である（図6）。

1　TOFT工法とは、地盤を格子状に地盤改良する液状化対策工
法。

図2　確認申請許可前に鋤取りを実現
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図3　バックアンカー工法計画

図6　地盤改良杭のコッター構築工法の開発
【TOFT試験体】 【ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄｲﾒｰｼﾞ図】

写真2　TOFT施工状況
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図5　TOFT1施工地盤を変更
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図4　パイルド・ラフト基礎＋直接基礎に変更
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2.2　省人化・省力化の推進
2.2.1　�躯体工事の事前計画の充実と仮設の最小

化
　ユニット化・PC化では、鉄骨ユニット揚重に
より高所作業を極力減らし揚重効率を上げたり、
地下躯体小梁や地上パラペット等を約1,000本PC
化して現場での作業を減少させた。仮設において
は、構台の計画を見直し、作業性の悪い構台直下
の作業を減らすため、当初計画の半分近くに低減
したり、外部の垂直ユニットを開発して外周部で
の省人化を推進している（写真3～8及び図7）。

2.2.2　仕上・設備工事の事前計画の充実
　設備面では、設備ライザーユニット揚重や、地
下での設備機器をエアークッションにすることで
1,000人以上の省人化を図ることができている
（写真9及び写真10）。
　仕上げ工事では、技術検証により5mを超える
軽量間仕切り下地鉄骨を削減したり、特定天井を
ぶどう棚鉄骨下地に変更することにより、特定天
井の要件を外すことができ、現地施工の軽量化を
実現できた。更に外構工事では、工事着工段階で
外構図を作成完了させたことにより、敷地内配管
の85％を先行施工し、竣工間際の外構工事の輻輳
を防止できた（写真11及び写真12）。
　これらのように、事前計画をいかに充実させ、
あらゆる面でユニット化・PC化を推進し、安心・
安全な仮設を考慮し、各工事に対して働きやす
い、省人化・省力化できる作業環境を構築するこ
とが重要である。

写真3　�コーナー部鉄骨をユ
ニット揚重

写真4　�緑化壁鉄骨ユニット
揚重

写真5　�地下躯体小梁をPC
化

写真6　�屋上階パラペットを
PC化

写真7　外部垂直養生ユニット

T.C配置 構台低減範囲

図7　構台配置計画

写真8　構台施工状況

写真9　�設備ライザーユニッ
ト揚重状況

写真10　�ポンプユニット先行
揚重状況

写真11　�外構埋設配管の先行
設置状況

写真12　�地下オイルタンク先
行設置状況
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2.3　協力会社との共同計画
2.3.1　�事前の共同計画により協力会社のノウハ

ウを計画に反映
　地下躯体工事において、設計施工案件であるた
め、当社躯体審査会へ鉄筋協力会社の方に着工
6ヵ月前から参画いただいた。そこで、生産性阻
害要因を排除するための協力会社の要望事項を提
案していただき、確認申請前の図面に反映してい
る。
　また施工計画段階では、基礎コンクリートの水
平打継ぎを、躯体協力会社の意見を取り入れ、2回
から3回にすることにより安全・品質・仮設の改善
もでき、省人化・省力化が図れた（図8及び図9）。
　通常、施工者は単独で工事計画を行い、協力会
社にこうして欲しいと指示を出す進め方が多いの
だが、今回は事前に協力会社と協議をして、彼ら
のノウハウを計画に反映している。現場に合致し
た彼らのノウハウこそ現場の宝なのである。

・躯体審査会
・事前打合せ

(確認申請前)
要望事項提案
(生産性阻害要因）

構造設計

作業所

品質管理

協力会社

参画

作業所が中心となり
生産性の向上を考慮したつくり込み

図8　協力会社との協業による事前計画

▼２回目打継位置

1200

図9　基礎地中梁躯体工事施工計画

2.3.2　�現状の建設市場の中、協力会社の山積み
を考慮した工程計画と工法変更

　当時グローバルゲートの工事着工時には巨大プ
ロジェクトが集中しており、約1年前から固定的
なメンバー構成にするための人員確保、特に最大
人数等の協議を行い、専門工事業者と契約条件に

合意した。
　また、多くのプロジェクトが機械式継手を採用
していることを察知し、各鉄筋協力会社にヒヤリ
ングを行い、仕事量が減少している圧接協力会社
の現状を考慮し、ガス圧接工法に変更し、躯体工
事をスムーズに進捗させ、全体の生産性向上に寄
与した。
　このように協力会社の山積計画を考慮して、現
状に合致した工程計画を実施したり、常に新工法
による設計をするのではなく在来工法に戻す変更
等も重要である（図10）。

2.4　BIM推進・ICTの積極活用
2.4.1　現場の最前線に即したBIMの活用
　地下工事にダブルスロープがあったが、これを
3Ｄモデルで一元管理し、山留め図・掘削レベル
図・型枠展開図等の施工図を連動して作図し、各
協力会社に提供し、省人化を進めた（図11）。
　また、外装ファスナーの合理化や設備干渉
チェック・重ね合せ図作成を実施し、効果を上げ
た（図12及び図13）。

図10　事前打合せ実施スケジュール
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図11　ダブルスロープの3Ｄモデルによる各工事への展開
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2.4.2　BIMによる見える化で全員に周知
　地上階でブレースが多数配列されていたトラン
スファーガーター階での施工検証にもBIMを使用
し、建築・設備の重ね合せを実施するとともに、
複雑なトラス鉄骨建方手順を関係者全員で共有す
ることができた（図14及び図15）。

トランスファーガーダー階

図14　トランスファーガーダー階の建築・設備の重ね合せ

鉄骨建方シミュレーション

【3日目】 【4日目】

【5日目】

建方手順詳細検討

ブレース取付 柱建方

図15　トラス鉄骨建方手順

2.4.3　BIMにより協力会社を支援
　複雑な形状の緑化壁鉄骨のBIMによる製作支援
では、今回現場作業所にて鉄骨製作図・部品図を
作成して、鉄骨ファブに提供し、製作・加工に専
念していただいた。これにより図面製作も含めて
通常の25％の省人化を図れた（図16）。

2.4.4　ICTによる作業所運営の改善・効率化
　朝礼2会場の同時開催や昼会の運営でiPadを利
用し、また毎週金曜日は次週日割りステップ図を
iPadで作成して作業員に周知させたことは、毎日
の作業内容の全員周知において非常に有効であっ
た。中でも最も省力化に効果的な取組みは、配筋
検査野帳作成システムを利用し、タブレットにそ
のデータを取り込み、検査を実施し、配筋写真も
合わせて作成したことである（図17）。

図17　配筋検査野帳作成システム

3 ソフト面のマネジメント力

　次に、ものづくりの担い手である全員のモチ
ベーションを上げるソフト面の手法について、以
下に示す三つの事項で説明する。
3.1　�所員・協力会社との思いやりのある、Win-

Winの関係をつくる
3.2　�女性が働きやすい、何でも言い合える環境

図16　BIMを活用した製作支援

図13　高層棟基準階コーナー部�建築設備重ね合せ図

図12　PC・CWファスナーの合理化

修正前修正後

補強PL数を減らし
鋼材、溶接長を低減
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づくり
3.3　�建設業の内・外部への魅力発信

3.1　�所員・協力会社との思いやりのある、
Win-Winの関係をつくる

3.1.1　風通しの良い、作業所運営づくり
　今回の作業所は、所長・グループ工事長・各担
当者とが、五つの会で結ばれている。
　①作業所所内会、②プロジェクト調整会、③施
工図報告会、④各棟グループ会、⑤筆者と若手担
当者が1対1で回るSS巡回（総括作業所長巡回）
で、コミュニケーション力を高めている。その中
で一体感のある作業所運営、タイムリーな情報共
有、もの決めの効率化、風通しの良い環境づくり
を醸成し、所員はタテの絆・ヨコの絆で結ばれて
いる（図18）。

①作業所所内会

図18　作業所の組織体制

3.1.2　�SS巡回（総括作業所長巡回）等による
人材育成

　現場巡回については、筆者と若手担当者との1
対1で実施している。これは、週2～3回約1時
間で、建築・設備・事務だけでなく外部人材も含
んでいる。
　目的は、QCDSE�2�のOJTだが、それだけでなく、
彼らが何を感じているかを聞かせてもらい、彼ら
の悩みや苦しみを共有することが最大の目的で
あった。筆者はこれを“知の管理、情の管理”と
呼んでいる。そして、彼らに棟梁精神や伝統を守
る重要性と改革を進めていく熱意を大切に伝えて
いく。
　また、月に1回以上当社工事長や協力会社の人

2　「QCDSE」とは、Quality（品質）、Cost（原価）、Delivery（納
期）、Safety（安全）、Environment（環境）の五つを指す。

を講師に迎え、勉強会を実施している。更に協力
会社の方々には職長会を通じて広く委員会活動を
結成したり、協力会社の方々を表彰したりして、
教育・啓蒙活動を実施してきた。
　これらの人材育成には、自らが動くこと、後継
者たちの今を知り、寄り添う気持ちを持つことが
重要である（写真13）。

写真13　SS巡回

3.1.3　職長会の活性化
　協力会社と一緒に動く職長会活動の活性化が重要
である。具体的には、以下の点を心がけ活動した。
　一つ目は、どんな行事でも一緒に活動する。そ
の際、対等な立場で接することを基本としてい
る。二つ目は、熱意と愛情を大切にする。当番を
決めて筆者も自ら健康飲料水を入れたビールサー
バーを担いで、熱中症バスターズとして朝昼現場
を巡回したり、朝礼で行う安全寸劇、建築主にも
参加してもらっての1,000人の懇親会、皆で植え
て育てる緑化活動など、様々な活動を皆で一緒に
実施した（写真14及び写真15）。

写真14　熱中症バスターズ

写真15　朝礼時の寸劇
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3.2　�女性が働きやすい、何でも言い合える
環境づくり

3.2.1　�けんせつ小町によりダイバーシティの風
を吹きこむ

　グローバルゲートでは、けんせつ小町がチーム
をつくり、彼女たち自ら様々な活動を実施した。
バレンタインデーに、掘削工事中約60台のダンプ
運転手にチョコと皆が書いた安全運転の願いのレ
ターを渡したり、熱中症対策の健康飲料水の配布
等も実施した（写真16）。

写真16　健康飲料水の配布

3.2.2　けんせつ小町による現場見学会
　彼女たちは自分たちで、小学生や中学生、そし
て父兄の方をお迎えし日建連主催の現場見学会を
行い、遊び心を入れて、オートレベル（計測機
器）を覗いたり、高所作業車に乗ったり、CAD
操作をしたりといった、お仕事体験をしていただ
いた。
　とても好評で、アンケートでは父兄の方から、
「今までは建設業ってどんなことをするのか、と
いう子供たちだったが、何をする仕事かのイメー
ジがついたと感じた」という言葉をいただき、目
からウロコの心境であった（写真17及び写真18）。

挾

3.3　建設業の内・外部への魅力発信
3.3.1　�魅せる作業所づくりにより作業所全員に

やりがい・誇りを持っていただく
　作業所で働く皆への魅力発信で一番大切なの
は、魅せる作業所づくりにより、全員にやりが
い・誇りを持ってもらうことだと信じている。
　グローバルゲートはどこからも見られるような
場所だったが、第一に工事の安全・安心を持って
いただく現場をアピールし、今まで記述した様々
なことを実施して、技能者のモチベーションを上
げる努力をしてきた（図19）。
　また、この作業所では著名な左官技能士である
はさ

土
ど

秀平さんと一緒に仕事が行えた。作業員の皆
は、一緒に朝礼に出席して一緒に仕事ができて、
彼の作品を目の当たりにして、その強烈なインパ
クトによって彼らのモチベーションを上げること
ができた（写真19）。
　筆者は、彼らの目標となる人が身近にいるよう
な環境をつくり、そのような建設業界をつくって
いく必要があると強く感じた。

図19　地域への作業所の見える化

「本⽇はどうもありがとうございました！」

プレゼントはどこにある？

ささしまライブ２４地区
グローバルゲート

作業所

垂直養⽣ユニットの採⽤

写真19　挾土秀平氏の製作状況写真17　�けんせつ小町活躍の現
場見学会

写真18　お仕事体験

「高所作業車にのってみよう」
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3.3.2　WLBへの挑戦
　グローバルゲート建設工事は、工期率�3�79％の
短工期で平成14年10月着工だったが、当初より全
員で、日曜日原則全休・4週5閉所を実施し、所
員には代休を取得できるように進めてきた。そし
て現在従事している別の現場も工期率80％だが、
4週6閉所、所員は週休2日を目標に行ってい
る。また、所員には月2回の残業ゼロキャンペー
ンを実施してきたが、合わせて今回は月間60時間
を目指して運営していく。
　特に今の若手技能者には、適切な休日取得・労
働時間の短縮に重点を置いている。時代に合わせ
て現状の労働環境を変えていく必要がある（図
20）。

図20　NO残業DAYの啓蒙

毎月初めに所員全員が、宣言表にノー残業日を
２日以上記入し、事務所内に掲示

A

B

C
D

E

F

G

3.3.3　外部への発信（様々な見学会の実施）
　これまでの見学会を通して、一般の方々は建築
を完成したものでしか感じていないと改めて痛感
させられた。やはり、けんせつ小町見学会のアン
ケートにあったように、工事期間中の建物を見て
いただくことにより、建設業のものづくりの精
神・魅力を感じていただく必要がある。
　今回の現場では、小学生、中学生、高校生、大
学生、その父兄、先生、同業者・異業種の方々を
含め、延べ約1,800名参加の見学会を実施してき
た。中学生や高校生1人の見学者であっても、実
施してきた。
　当作業所に見学に来たうちの12名が昨年協力会
社に入職したそうだが、最近になって分かったこ
とがあった。それは、以前1人で当作業所に見学
に来た女子高生を筆者が案内したことがあったの
だが、その女性が型枠大工として入社して今でも
朝誰よりも早く出社して、周囲の人がすごく刺激
3　工期率とは、実工期を標準工期で割った値を示す。

を受けているという。そして、その彼女は今、私
の作業所で活躍してくれているのである。筆者は
改めて、こうした見学会を地道に実施して皆さん
にものづくりの現状を理解していただくことが、
建設業の広がりのために必要であり、重要なこと
だと感じている。

4 まとめ

　これまで紹介した取組みにより、施工効率1.88
人/㎡、施工高管理効率6,000万円/人・日等を達
成することができた。
　この報告で述べた生産性向上の手法がすべての
工事に適用できるわけではないが、皆様の工事計
画に少しでもご参考となれば幸いである。
　その中ですべての工事に言えると思われるの
は、“ものづくりは人づくり”の言葉にあるよう
に、生産性向上に加えて、技能者たちの仕事に対
するモチベーションをアップさせることが重要で
ある。
　やりがい・思いやりと、愛情・プロ意識・労働
環境・協力会社との協業を大切にして夢の持てる
業界にしていかなければならない（図21）。

図21　建設業の魅力発信イメージ図

やりがい

思いやり
愛情

労働環境
（休日等）

プロ意識 協力会社との協業

夢

　それを実現するためには、作業所長のマネジメ
ント力が必要不可欠であり、魅力ある作業所をす
べての工事現場で運営することを全員が大いに意
識すべきである。
　建設業の魅力を発信し、新しい担い手を増加さ
せることが、将来の建設業界の発展に繋がると考
える。
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