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勉 強 会ご 報 告
新型コロナウイルスは
どれだけ社会的に問題なのか
令和3年8月27日に神興会との合同勉強会を開催致しました。開催にあたり、コロナウイルスの感染防止対策
の為、入場前の消毒、体温の計測、参加者同士の間隔を広く取るなど徹底した上で開催致しました。
講師には多くのメディア等でもご活躍されている木村もりよ先生をお呼びし「新型コロナウイルスはどれだけ
社会的に問題なのか」というテーマのもと、ご講演頂きました。木村先生の講演内容は普段ニュースで報道され
ているコロナウイルスに対しての脅威の話とは違った観点で見ている点が多かったです。新型コロナウイルスに
対しての考え方は人それぞれであると思いますので、ご参考までにお読み頂ければ幸いです。

【新型コロナウイルスの基礎知識について】
・SARS、MERSといった致死性の高いコロナウイルスと、通常の風邪のウイルスの中間に位置する。
・新しいタイプの風邪のウイルス（季節性を持つ）で、多くの人は免疫を持たず、感染が広がりやすい。
・10年すると通常の風邪になるといわれている。
・重症化する危険因子の第一位は年齢で、
高齢者が感染すると重症化しやすい
（死亡者平均年齢約80歳）
・変異ウイルスの致死性が高いというエビデンスは、今のところない。

【感染症のパラドックス】 コロナに限らず、感染症の基本原則として
一度に大勢の人に広がる
（倍々ゲーム）
例えば1週間に１人が2.5人にうつし、それが20週間続いた場合
2.520＝2.5 2.5 2.5 ・・・・・・（2.5が20個）＝9047万9470人にかかるという計算
一度かかると当面の間感染しない（集団免疫）→早くかかったしまった方が良いという考え方もある
次のページへ
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【感染症に対する戦略】 有効なワクチンなどにたよらない戦略
抑圧戦略（ロックダウンを絶え間なく継続する）

感染者数を最低限度に抑え込み、その状況を維持することを目的とする
緩和戦略

医療崩壊が起きない範囲で社会と経済を回す為に、強力な対策と緩い対策を交互に繰り返す
日本の場合、緊急事態宣言→蔓延防止を繰り返すイメージ

【感染症の分類】 新型コロナウイルスは、感染症レベルで現在どの位置づけをされているのか
▼

感染症

▼

1類

エボラ出血熱、痘そう、ペスト、クリミア、コンゴ出血熱

3類

腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス

2類
4類
5類

ポリオ、SARS、MARS、結核、鳥インフルエンザ

など

E型肝炎、A型肝炎、黄熱、狂犬病、マラリア、デング熱

インフルエンザ、梅毒、風疹、麻疹

など

など
など

など

実施できる措置

・入院、消毒、交通制限可
・入院、消毒等

・就業制限、消毒等
・消毒等
・発生動向調査

では新型コロナウイルスは？→1，2類相当に分類されている。実施出来る措置は1〜3類に相当する
しかし、実際には死亡者は極めて少なく、隔離措置まで行う必要が無いと思われる。

医療現場に対しこのような対応を迫っている為、医療崩壊等の社会的な混乱に繋がっている。
政府はウィズコロナポリシーの考え

→医療体制強化し、重症化した人には十分な医療を受けられるようにし、社会経済活動を回すことを目
的とする。

他方、分科会、日本医師会、厚労省はゼロコロナポリシーの考え

→新型コロナを死の病と煽り、緊急事態を連発し、感染症を封じ込めることを目指している。
ではゼロコロナポリシーは可能なのか？

・感染症の基本原則から不可能に近い ・強い私権制限をしている国ですら成功していない

【 医 療 オールジャパン 体 制 にならない 理 由 】
・感染症法1,2類相当という足かせにより、医療機関が参入しずらい。これにより、日本の全病床数に対
し、実は全体の2％弱しかコロナ対策の病床数が使われていない。日本医師会、開業医の多くが新型コ
ロナを診たくないといって逃げてしまっている為。
・現場をわかっていない分科会が、学会目線で視野狭窄的にゼロリスク・ゼロコロナを追求している。
どうしたら活路が見いだせるか

・ウィズコロナポリシーチームを作る（第二の分科会）

・医療従事者の友軍部隊を作って、必要な地域に人を送る

・感染症法5類程度にダウングレードして、調子が悪かったら都内においては開業医に診てもらう

・重症化の兆候があったら、保健所経由ではなく、開業医が医療ネットワークを用いて入院治療に繋ぐ

講師ご紹介
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医

木村 もりよ先生
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「医師は私利私欲を捨て、国民のために尽くしてほしい」
主な出演
朝日放送
「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」
TBS
「ひるおび！」、
「グッとラック！」
テレビ朝日 「モーニングバード！」、
「報道ステーション SUNDAY」、
「ビートたけしのTVタックル」 他

■

竣工物件
〈前号（53号）から今号までに竣工した物件をご紹介します〉

（仮称）中馬込part2新築工事PRJ

できました。この場をお借りして心より感謝申し上げます。
担当

大賀

令和3年7月に、(仮称)中馬込part2新築工事（グランカー
サ馬込Ⅱ）が無事竣工致しました。都営浅草線馬込駅から徒
歩5分ほど、国道一号線から一本入った場所にある地上7階
建て、鉄筋コンクリート造の全24戸の集合住宅です。外壁は
コンクリート打ち放し、一部が黒色の塗装仕上げとなってお
り、東面の大きなフィックス窓が印象的な建物となりまし
た。上階からの見晴らしが良く、電車が通るのを間近に眺め
ることができます。東海道新幹線から本建物を見ることが
できます。お施主様を始めとして、協力業者の皆様、ご近隣
の方々のご協力の下無事故無災害で工事を完成することが

発注者

㈱M&Hアセットマネジメント

敷地面積

249.99㎡

所在地

大田区中馬込

建築面積

155.58㎡

鉄筋コンクリート造
地上7階建て

延床面積

823.30㎡

設計監理

窪田建築都市研究所㈲

構

造

施工中物件
〈前号（53号）から今号までに施工中の物件をご紹介します〉

品川区旗の台三丁目・計画

がっていきます。お客様に喜んでいただける建物を完成させ
られるよう、丁寧に工事を進めていきたいと思います。
担当

当現場は旗の台駅前で、鉄骨造地上3階建てのテナントビ

中幡

ルを建設中です。
1階部分が薬局、2〜3階は事務所が入り、屋上は駐輪場と
なります。現場が駅前ということもあり、現場前の道路は1日
中人通りが多く、車両通行止めが1日3回あり、特に平日の通
勤通学の時間は人通りが増えるため、第三者の優先、安全確
保に十分注意して作業を行っております。
また、隣接する建物との間にスペースが無いため、近隣建
物等の破損が無いよう、今後も十分に注意して進めてまいり
ます。現在、基礎部分までができており、今後は鉄骨が立上

発注者

三菱地所ホーム㈱

敷地面積

298.16㎡

所在地

品川区旗の台

建築面積

236.00㎡

構

鉄骨造
地上3階建て

延床面積

712.57㎡

造

設計監理

三菱地所ホーム㈱一級建築士事務所
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神奈川支店よりご報告！
施工中物件
ています。最後に無事故無災害で終えられたことに各協力業

(仮称)やたがいクリニック新築工事
荒川区東日暮里にて施工しておりました、
（仮称）
やたがい
クリニック新築工事が無事竣工致しました。施工中は多くの

者の皆様とご迷惑おかけしましたご近隣の皆様へこの場を
お借りして感謝申し上げます。

担当

宮地

通行人の方々に完成を待ちわびるお声がけを頂き、
どれほど
地域にとって大事な建物か実感させられました。
外観はコンクリート打ち放しとウォールナット柄のタイルと
の調和が心地よく、立ち寄りやすい雰囲気となっています。1
階から3階の診療所内部もウォールナット柄をふんだんに使
用し、
リラックスして受診できる環境になっています。
また、院
長先生の話術は軽快でお話しやすいので、患者さんはきっと
安心して受診なさっている事と思われます。
4階と5階の住居部は、時間を掛けて考えられた間取りの4
階と、開放感のある5階のバランスが心地よく、ルーフバルコ
ニーからはスカイツリーを眺めリラックスできる場所となっ

発注者

Y様

敷地面積

143.35㎡

所在地

荒川区東日暮里

建築面積

100.27㎡

鉄筋コンクリート造
地下1階、地上5階

延床面積

471.22㎡

設計者

㈱モプラスアーキテクツ

構

造

竣工物件
Rマンション大規模修繕工事
工事は無事に全工期、無事故・無災害を達成出来ました。
現場は、タイルの打診調査から着手し1階からは見えな
かった、ヘヤークラックが多数あり追加工事にて張替えをさ
せていただきました。
また、築34年経過しているタイルもかなりの汚染が進ん
でおり、薬品洗浄に手こずりましたが、その効果がありとても
綺麗になりました。
工事が完成したことを、
お客様及びご近隣の皆様・関係各
社の皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
担当

発注者

H様

敷地面積

所在地

世田谷区瀬田

建築面積

鉄筋コンクリート造
地上3階建て

延床面積

構
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里島

造

設計者

防災の日と災害に対しての備え
皆様は9月1日が「防災の日」ということをご 存知でしょうか。1960年に内閣の閣議了解により制定され
た日です。9月1日になった理由としては、1923年（大正12年）9月1日に発生した関東 大 震 災にちなんだも
のです。また、例年この日の前後は台風の襲来が多いとされ、
「 災害への備えを怠らないように」との戒めも
込められています。
以前の神興ニュースでもご紹介させて頂いたのですが、当社では災害伝言ダイヤルを利用した防災訓練
を毎月1日（休日・祝日も実 施）に行っております。今 年の9月1日の防災の日では、社内にある災害時用の
備蓄の賞味期限や、備蓄数の見直しなどを行いました。
では、来る災害に備える為に、一般的に普段からどの程度の備蓄や防災対策を行っていた方が良いのか
をご紹介したいと思います。

【備蓄について】
◇ 食べ物、飲料水共に3日分は必要とされています（家族4人の場合は4人×3日分）
●

飲料水は1人1日3ℓが目安となる→4人×3日×3ℓ＝36ℓ

●

非常食は3日分の食料として、ご飯（アルファ米など）、ビスケット、板チョコ、乾パンなど

※なお、大規模災害発生時には「1週間分」の備蓄が望ましいとされています。
また、備えた備蓄は定期的に［食べる］→［買い足す］→［備える］を行って、期限切れ等が起きないように
することが大切です。
◇ 食べ物、飲み物以外
●

トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロ

●

飲料水とは別にトイレを流したりするための生活用水も必要です。日頃からお風呂の水を張っておく、水
道水を入れたポリタンクを用意する等の準備もしておきましょう。

◇ 非常用持ち出しバッグ
●

飲料水、食料品、貴重品（預金通帳・印鑑・現金等）、救急用品（ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬

など）、

ヘルメット、防災頭巾、マスク、軍手、懐中電灯、携帯ラジオ、携帯の充電器、衣類、下着、毛布、タオル、洗面用
具、携帯トイレ、使い捨てカイロ

等

これらを人 数 分ともなると、かなりの量になりますが、実 際に大 災害が 発 生した際には準 備していて良
かったと思えるはずです。

【防災対策について】
●

手の届くところに、懐中電灯、スリッパ、ホイッスルを準備。
特に寝ている時に災害が発生すると、直ぐには動けないので、寝室には必ず準備しておきましょう。

●

家具が転倒しないよう、家具は壁に固定したり、突っ張り棒で天井を押さえておく。

●

寝室には出来る限り家具を置かない。置くとしてもなるべく低い家具にしておく、倒れた時に出入口を塞
がない位置に設置しておくなど考えておくことが大事です。
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勉強会ご報告2
職場におけるハラスメント対策

メンタルヘルス対策
前号に引き続き、職場におけるハラスメント対策 メンタルヘルス対策の勉強会のご報告を致します。前号
では
「パワハラ」
「セクハラ」
「マタハラ」のご説明をさせて頂きましたが、今回は
「ハラスメントの予防策」
「メン
タルヘルス対策」
についてご紹介したいと思います。

【ハラスメントの予防策】 予防・解決の為の7つの取組
「5つの予防」
1、トップのメッセージ→組織のトップが、職場のハラスメントは職場からなくすべきであることを
明確に示す。メッセージの発信と共に、具体的活動が早期に実施出来るよう準備をすること。
2、ルールを決める→就業規則において、ハラスメントの禁止や処分に関する規定を設ける。就業
規則を変更した場合は、内容の周知が義務である。
3、社内アンケートなどで実態を把握する→従業員アンケートを実施する。匿名での実施が効果
的。取組の前後でアンケート調査を実施し、比較検討を行うと良い。
4、教育をする→管理職研修、従業員研修を実施する。
5、社内での周知・啓蒙→組織ルールや相談窓口について周知する。

「2つの解決」
6、相談や解決の場を提供する→企業内・外に相談窓口を設置し、職場の対応責任者を決める。
相談窓口の周知を行い、相談しやすい環境整備をする。また、相談窓口での解決が困難な場
合、事実関係の調査を行う。
7、再発防止の為の取組→相談者へのフォロー、職場全体や行為者に対する再発防止策を行う。

【メンタルヘルス対策】 コロナにより変化する企業の健康管理
生活や仕事様式が大きく変わることは、1つの外部環境の変化である。
変化に適応できないと、
メンタル不調に陥ってしまう恐れがある。
変化に適応し、
テレワークのメリットを活用し、
デメリットも知ることが大切。
▼

テレワークのメリット

▼

テレワークのデメリット

・移動時間の削減、移動による負担の軽減

・気軽な質問や相談がしにくい

・営業や会議など、業務効率の向上

・雑談やコミュニティ要素が減り、心理的安全
やエンゲージメントが低下してしまう

・電子化の推進、
オフィス縮小による固定費の
削減
など

・部下のマネジメントがしにくくなる
・夜や休日にも連絡がきたり、仕事を進めてし
まう恐れが出てきてしまう
など
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仕事環境のオンライン化に適用し、
メンタル不調を予防し、
テレワーク化でもそのメリットを活用し
ていくために必要なこととは何か。
▼

従業員として必要なこと

・自己管理の向上（健康や生活管理、時間管理、業務進行管理など）
▼

会社組織として必要なこと

・様々な
「見えないリスク」
をみえるように可視化/言語化すること
（健康管理体制の整備、業務管理のツールの活用、社内コミュニケーションの機会の提供など）

【メンタルヘルス対策】

ストレスとメンタル不調の予防策

1次予防：メンタル不調にさせない（病気にさせない）→ストレスをためない
ストレスをためないためには……
❶ストレスの原因を減らす・遠ざける→ストレスを発生させない
❷ストレスを逃がす→発想の転換をして本来ストレスになることをポジティブな考え方にもっていく
❸ストレスを抜く→趣味、人に話す、
リラクゼーションをする等
❹ストレスを跳ね返す→辛い状況を我慢し耐える。
直ぐに実行可能だが、
個人さや我慢の限界がある

2次予防：病気に早く気付く

❶普段のコミュニケーションを大事にする→相手の小さな変化に気付きやすくなる（早期発見）
❷相手の「いつもと違う」ポイントを知り、アンテナを張っておくことが大切
例：遅刻、早退、欠席が増える。 仕事の能率が悪くなる（思考力や判断力が低下する）不自然な
言動が目立つ。 服装が乱れたり、衣服が不潔になってくる 等

3次予防：休職復職ケア
❶休職開始→人事から産業医への情報共有
❷休職中→上司による定期連絡、産業医による定期面談の実施。復職前の産業医面談。
❸復職時→業務遂行能力の段階的な確認。体調増悪時の早期発見。
❹復職後→復帰6か月間のフォローアップの実施。段階的な就業制限の解除を行う。

講師ご紹介
株式会社Dr.健康経営
代表取締役 医師・産業医

鈴木 健太先生

【業務内容】
・産業医サービス
「産業医コンシェルジュ」 ・ストレスチェック
「ストレポ」
・健康経営に関するコンサルティング事業 ・産業保健職の教育育成事業
・研修会・セミナー・イベント事業

筑波大学医学部を卒業。帝京大学公衆衛生大学院で健康経営を研究。
大手日系企業で産業医を経験後、嘱託産業医として中小企業を数10社以上担当。
自信の経験・ノウハウを活用し、企
業向けに体系的な産業医サービスを構築、
また産業医のコミュニティ作りや教育研修も行う。厚労省主催「過労死等防
止対策推進シンポジウム」へ登壇、経産省後援「健康経営シンポジウム」
を主催・登壇するなど、広く発信活動も行う。
※パワハラに関する対策マニュアル、
パンフレット、
パワハラ調査用アンケート等の各種資料は、
厚生労働省のあかるい職場応援団 ハラスメント関係資料からダウンロード出来ます。
URL：https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/
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昨年から新型コロナウイルス影響により、社員旅行や忘年会、歓迎会等の行事が出来ないことから、社員同士の顔合わ
せをしなくても出来るビンゴ大会を企画・開催しました。

【開催方法】

当社はサイボウズというシステム管理ソフトを導入しており、社員のスケジュール管理や掲示板を通して情報交換が
出来るようになっています。このサイボウズを利用し、毎日2〜3回ビンゴの番号が掲示板に掲載されるように設定しま
した。抽選される番号はビンゴのアプリを利用し、不正が無いように考えました。今まで行事が出来ず、社員が積み立
てた社員会費が溜まっておりましたので、任天堂スイッチや真空低温調理器等の豪華景品を準備し、当たった人には喜
んで頂けました。当たりの出た人は、カードと本人の写真を掲示してもらいました。少しずつ掲示されるビンゴ番号に、
毎日ドキドキしながら参加することが出来て、楽しいビンゴ大会となりました。

中途新入社員ご紹介

今年の5月10日より中途入社し、工事部工事課に配属となりまし
た吉田泰典と申します。私がこの仕事を始めたきっかけは、建設業
の仕事をやってみたいと思ったのが、最初のきっかけです。
今まで、派遣として仕事をしていました。建物の施工を最初から
最後まで完成することに携わったことがなかったので、これからは
建物の完成までの作業、工程をしっかりと覚えて仕事に従事してい
きたいです。
休日は、家にいるときは、YouTubeの動画を観ています。外に出
かけるときは、庭園や資料館が好きなので観に行きます。今後は全
ての構造に携わっていくことになります。皆様には何かとご迷惑を
お掛けすることもあると思いますが何卒、宜しくお願い致します。

吉田 泰典

新型コロナウイルスの発生から、会社行事が何も出来ない日々が続きましたが、
顔合わせ出来ないにしてもビンゴ大会で盛り上がることが出来て良かったと思って
おります。
しかし、未だに昨年入社及び今年入社の社員の歓迎会すら出来てない状
況です。社内でもワクチン接種がかなり進んでおりますので、会食等の緩和がされ
た暁には全員集まっての歓迎会が出来たらと願うばかりです。
営業部 堀切
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