
 

今、傳えたいこと ~ウィズコロナ・アフターコロナの対応~ 

 岩 本 茂 美 （いわもと  しげみ）  
   

株式会社傳設計 代表取締役 
 

≪最近のこと≫ 
 

手前味噌ですが、一度もインフルエンザになったことがありません。手洗い、

うがいを徹底しているからかもしれません。その為「コロナにもかからない！」と

言ってますが、周りからはそういう人が一番危ないと言われています（笑）。何は

ともあれ、少々の（？）酒にも耐えうる丈夫な体に生んでくれた親に感謝です！ 
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
新年あけましておめでとうございます。昨年の今頃は、２０２０年は東京オリン

ピックが開催され、活気ある一年になりそうだと楽しみにしていたところでした。まさ

か、このようなコロナ禍という予期せぬ状況になっているとは思いもしませんでし

た。今も、第３波が来ており、先行きが見えない状況かと思います。 

弊社では、民間と公共系のお仕事をさせていただいております。民間のお仕事

では、実際、このコロナ禍が原因で計画が中止となった事業もあり、設計業界も影

響を受けております。公共系のお仕事も、今年度まではコロナ禍の前に予算が組

んであったので、例年とあまり変わらない受注状況

でしたが、来年度からは状況が変わってくるかと思

います。自治体も感染症対応措置、休業補償、家

賃補助等の支援拡充、また、景気悪化に伴う税収

の減少が予想され、財源不足になることが考えら

れます。そうなりますと、一般的に限られた財源で

優先されるものは、福祉・医療系、防災系、子育て

支援系、生活インフラ系となります。減らすとすれ

ば、公共施設（ハコモノ）になります。 

こういったなか、公共施設の在り方も変わってく

るのではと考えております。公設公営が減り、公設民営、民設民営が増えてくるの

ではないでしょうか。また、包括的民間委託（複数の業務や施設を包括的に民間事

業者へ委託すること）も増えてくるのではないでしょうか。単独もしくはＪＶ（Ｊｏｉｎｔ Ｖｅ

ｎｔｕｒｅ・共同企業体）、協力事務所での設計・監理業務の受注だけではなく、ＰＦＩ（Ｐ

ｒｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ・公共が直接施設を整備せずに民間資金を利用して民

間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねる手法）事業や民設民営としての一

企業として参画することも重要になってくると考えております。 

景気回復までに時間がかかるというのが専門家の一致した見通しです。また、コ

ロナ禍が収束するまでに時間を要し、人々の行動パターンが変わり、その結果収

束後も以前のように戻らず、企業の事業環境は大幅に変わるとも予想されていま

す。このような状況に対応できるよう、資金流動性の確保、事業構造の再構築、ビ

ジネスモデルの更新等を適時適切に図っていこうと考えております。改めて事業計

画について見直すいい機会になったと思っております。（代表取締役 岩本 茂美） 

★コロナ禍により出張が減り 
     社内業務が増えました★ 
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   傳 設 計 

 設 計 業 務 

 今回は皆様が発注者になった想

定で、設計（基本計画～基本設計～

実施設計）・施工・監理までの一連

の行為に関する発注方式につい

て、民間事業で従来型と言える方式

（Ａ）と、昨今の時代性に沿って採用

されることが多くなってきた方式（Ｂ）

の２つをベースにお話しします。 

（Ａ）設計施工分離方式 

 設計者が実施設計図書を作成し、

それを基に複数の施工者により競

争見積りを行い、工事施工者を選定

する方式です。これは従来採用され

てきた方式で、見積額が工事予算

に合えば、予定通りに進められる利

点があります。しかし、昨今の職人

不足や、人件費・物価の高騰、コン

プライアンス、そしてコロナの影響ま

で加わり、各社の慎重さが高まった

結果、以前のような競争意識が期

待できず希望する工事予算に届か

ないという実態が多く見られます。

回３００食以上、又は１日７５０食以

上を提供する施設の場合）等といっ

た適用基準が定められています。 

学校給食衛生管理基準では、汚

染区域（検収室・保管室・洗浄室

等）と 非 汚 染 区 域（調 理 室・配 膳

室・洗浄後室等）を区分し、衛生的

な作業工程及び、作業動線となる

よう配慮する等のさまざまな衛生管

理が求められております。また、調

理後の食品は、適切な温度管理を

 私が小学校・中学校に通っていた

頃は、自校式といって学校内に調理

場があり、ほとんどの学校がそこで

調理をしていました。しかし、最近で

は複数の学校の給食を一括して調

理し、各学校に配送するというセン

ター方式も導入されており、各学校

で対応は各々となっているようです。 

 学校給食では、運営するにあたり

「学校給食衛生管理基準」、「学校給

食実施基準」、「大量調理施設衛生

管理マニュアル」（同一メニューを１

行い、調理後２時間以内に給食でき

るよう努めることとあり、センター方

式の場合だと配送のことも考慮する

必要が出てきます。 

 子供達に、衛生的で美味しく温か

い給食を提供するために、こんなに

配慮されているとは設計業界に携わ

るまでは思ってもいませんでした。

（上野） 

案の反映やコストコントロールを図れ

ることから、コスト削減や工期短縮が

期待できるため、（Ａ）の懸念点が回

避される利点があります。ただし、施

工者は高い技術提案力やコスト削減

へと繋がる経験と実績が必要となる

ため、発注者や助言する設計者は施

工者を選考する見定めが重要です。 

 他にもさまざまな発注形態がありま

すが、弊社ではその時々の諸条件を

見極め、納得いただける提案をいた

します。今後皆様が発注者となった

際の参考になれば幸いです。（藤田） 

完成していた設計図書を修正し、コ

スト削減などを余儀なくされ、改めて

見積りを取り直す必要が生じ、その

タイムロスによって工期が遅れる要

因となることが懸念されます。 

（Ｂ）ＥＣＩ方式（工事施工者が早期に

参加する方式） 

 設計者が基本設計図書を作成し、

それを基に複数の施工者に概算見

積 り の 他、技 術 提 案 資 料・ス ケ

ジュール・コスト削減案などの提示

を同時に求め、発注者は設計者の

助言も受けながらそれらを吟味し、

最良と思われる１社を優先交渉権

者として施工予定者を選定します。

選定された施工予定者は、工事契

約を前提に実施設計の委託を受け

た設計者に技術協力者として、実施

設計を支援します。施工予定者が

提示する価格で合意後、工事契約

を結ぶことは他の方式と大きく変わ

りませんが、設計の段階より技術提

★設計から施工までの発注形態の今★ 

★学校給食の在り方★ 

 
皆さんは毎年健康診断を受けて

いますか？また、身体の調子が悪

いときは病院に行きますよね。 

 では、建物はどうでしょう？すぐ思

いつくものでは「耐震診断」や「外壁

調査」があるかもしれません。 

私たち構造設計部全体で約４か

月間、公立学校施設における建物

の状況を把握するために行う「耐力

度測定調査」という業務に携わりま

した。耐力度測定調査には大きく３

項目あり、３項目を総合的に調査し

た結果、算出された各数値を乗じた
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では、調査を行った結果は何に

反映されるのでしょうか。各地域に

よって総合評価である「耐力度」の

考え方は異なると思いますので、一

例ですが、「耐力度」の結果をもとに

「これからも調査した建物を使用し

続けられるか、それとも建て替えの

時期にきているのか」を客観的に点

数として評価できるものと認識して

おります。今回の経験を踏まえ、今

後も同様な調査に携わっていきたい

所存です。(堀内)  

合計点をその建物が持つ現状の

「耐力度」として評価します。 

３項目の内容は、 Ａ．構造耐力、

Ｂ．健全度、Ｃ．立地条件で、満点の

場合はＡ＝１００点、Ｂ＝１００点、Ｃ

＝１点となり「耐力度」＝１００ｘ１００

ｘ１＝１００００点となります。これら

の調査は、Ａ．建物自体が現時点で

どの程度の耐力があるか、Ｂ．新築

時以降にどの程度老朽化したか、

Ｃ．建物の立地条件はどうか、を調

べるために行います。   T O P I X 

NEW&HOT 

★ＲＣ造建物の”⻑持ち”に貢献  

★耐⼒度測定調査って何 ★ 

★基準書★ 

★柱の健全度調査★ 

設計を行っています。また、今年度

から未知の環境下でも環境地図を

作成することができる３Ｄ計測を行っ

ています。コンクリート技術Gではコ

ンクリートに関する幅広い分野での

ご相談にお答えし、種々の実験業

務や書類作成業務の指導あるいは

代行をしています。 

当事業部はＪＩＳの試験を実施す

る試験事業者として管理運営が適

切である事業者（ＪＮＬＡ登録試験事

業者）として登録されており、試験所

Gではさまざまな試験設備を駆使

し、強度試験、骨材試験などの試験

業務を行っています。環境Gについ

ては、環境関連事業において廃棄

物を焼却した際に生じる灰を、セメ

ントの材料として活用する事業の受

注拡大に取り組んでいます。 

麻生 建設コンサルティング事業

部は資本社会のストックマネージメ

今回は、ＲＣ造建築物に関する調

査業務でご助力をいただいている麻

生 建設コンサルティング事業部様に

お話を伺いました。 

「弊社は、調査診断１G、調査診断

２G、コンクリート技術G、試験所G及

び環境Gの５つのグループで構成さ

れています。 

調査診断Gでは、建築分野におい

て耐震診断の現地調査、材料試験

などを行っています。土木分野にお

いても、橋梁やトンネルなどの診断、

ント・アセットマネージメントへの貢献

のためにセメント、コンクリートの分

野で長年培った技術や判断力と豊

富な設備機器を駆使し、最適なコン

クリート構造物の調査、診断、試験

を行っています。」 

現状、高度経済成長期に建てら

れたＲＣ造建築物の老朽化が問題

視されています。麻生 建設コンサル

ティング事業部様は歴史ある建物を

長く使う上で非常に心強い存在だと

言えるでしょう。（松岡）  ★調査中のRC柱★ 

★強度試験の試験設備★ 

〜株式会社⿇⽣ 建設コンサルティング事業部様〜★ 



 こんにちは。総務部の土井でございます。働き

方改革の関連法案の施行からもうすぐ１年が経と

うとしています。ネットで検索してみると働き方改

革に関するさまざまな取組み事例があり、毎回

「参考にできるものはないだろうか。」と頭を悩ま

せているところです。 

 そこで今回は、弊社の働き方改革に関する取組

みを紹介したいと思います。 

 能動的な早退とは？ということですが、前日遅く

まで仕事をした場合や、仕事がひと段落し、急ぎ

の仕事がない場合に、１５時以降に早退できる制

度となっており、残業時間の削減と働き方にメリ

ハリをつけてもらいたいと考え導入いたしました。 

 導入後は、多くの社員が能動的な早退をしてお

り、残業時間も少しずつですが、減ってきていま

す。心身ともにリフレッシュできると思うので、今後

も続けていきたいと思います！（土井）   

 今回は、弊社から徒歩５分ほどのところにありま

す「しんがり」さんの５００円弁当を紹介いたしま

す。お店おすすめのお弁当で、弊社もランチとし

て期間限定ではありましたが購入しておりまし

た。 

 まずは、１番人気の唐揚げ弁当。大きな唐揚げ

が４つも入っていてとてもボリューミーでおいしい

です。ハート型の卵焼きや、タコさんウインナーが

入っており、見た目にも楽しいお弁当です。次に、

この時期一押しの中華丼弁当。アツアツのあんに

は具材がゴロゴロ入っており、こちらもボリューミー

で大満足です。 

 また、お弁当についてくるおしぼりにはイラストと

手書きメッセージが書かれており、読むのがとても

楽しいです。お店は昼だけでなく、夜も営業されて

おります。舞鶴にお越しの際はぜひ足を運んでい

ただきたいお店です。（平野・真弓） 

 

傳設計ニュースレター 

氏名：仲田千佳 

社歴：１３年（通算） 

所属：設計部  

主な業務：意匠設計 

趣味：映画鑑賞、お酒 

 インドアの為、自宅で過ごす事

が好きです。映画館で見るのも好

きですが、自宅でお酒を飲みつ

つ見る映画が最高です。最近は

ＭＡＲＶＥＬ作品を時系列順に見

返しています。ちなみにビールは

アサヒスーパードライ派です。 

 

 高校見学にて建築科の製図の

授業を見て、面白そうだから書い

てみたいという理由で高校を決

め、そのまま建築系の専門学校

へ進学・卒業し、田中建築設計室

に就職。２年前に傳設計と合併し

今に至ります。社歴が長い為お

局オーラを出していますが、実際

のところ合併してからは今まで携

わったことの無い分野の設計業

務も多く、逆に後輩達から教えて

貰っており大変助けられていま

す。感謝！ 

 今後はもっと後輩達の頼れる存

在になれる様、日々業務に励み

たいと思っています。 

社 員 名 鑑 vol.37 ★能動的な早退を取り入れました ★ 

編集後記／／／明けましておめでとうござ

います。今年は「丑年」ですが、干支は「十

干（じっかん）」と十二支でできており、今年

の正確な干支は「辛丑（かのとうし）」だそう

です。この組合せは６０通りありまして、同じ

干支になるのは６０年後・・・。長生きしてい

たいものです。  ／アンケートを同封してお

りますので、ニュースレターのご意見、ご感

想をお聞かせいただけましたら、幸いでご

ざいます。（服部） 

 

ADD:〒810-0073  

福岡市中央区舞鶴1-6-13 舞鶴DSビル 

TEL:092-737-1500（代表） 

FAX:092-737-1501 

★舞鶴探訪（７）★ 

★中華丼と唐揚げ弁当★ 

＜お店情報＞ 

炉ばた しんがり   
福岡市中央区舞鶴 

1-9-3  
092-406-6177  


