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まんが 土木工事積算入門 －実行予算編－
「土木積算」、特に「実行予算」
作成(基本的な考え方・手順等
について)の入門書として、マンガ
で分かりやすく解説。

定価：2,310円（税込）

建設業界の若手社員やこれから
建設業界を目指そうという学生の
方々におすすめします。

《2013年6月発行》

■主な目次
第１章 「積算」ってなんですか？
積算とは
官積算・予定価格
請負工事費の構成
クイズでチェック！実行予算の基礎知識①
第２章 実行予算作成の考え方
機械経費
材料費
元見積りと実行予算
実行予算のフローチャート
施工数量の把握
見積り収集
原価管理
現場条件の調査
実行予算作成上の留意点
利潤の確保
直接工事費と仮設工事費
作業単価内訳の作成
クイズでチェック！実行予算の基礎知識②
第３章 施工計画と実行予算
施工計画の立案
現場管理費
一般管理費
実行予算事例

■内容イメージ

改訂版 まんが よくわかる 工事現場の安全
現場に潜む様々な危険とその対策方法を「まん
が」でわかりやすく解説。
各エピソード毎に事故の事例をまとめた解説ペー
ジを設け、補足説明をしております。
まんがはストーリー仕立てのため、わかりやすく高
い疑似体験効果も得られます。
新人・若手社員の教育用に、現場の休憩室に、
工事現場で働く全ての方におススメします。
定価：1,760円（税込）
《2019年10月発行》

※改訂版は、主に2019年2月の労働安全衛生法施行令改正『墜落
制止用器具の規格、フルハーネス型の使用』等の対応となっており、収録
エピソードは2016年発行の初版と変更ありません。

■主な目次

■内容イメージ

プロローグ
１．バックホウ（重機）周辺作業の危険性
２．クレーン車輌転倒の危険性
３．熱中症対策と塩分補給の重要性
４．機械積み込み作業の注意点
５．手順外作業の危険性
６．重機無免許無資格運転の危険性
７．高所足場からの転落の危険性
８．開口部周辺の危険性
９．低い一段足場上での作業の注意点
10．有機溶剤の密閉空間における使用の危険性
エピローグ
■建設工事現場の安全に関するあれこれ
■労働災害と企業の責任
■解説◇工事現場の安全に関連する用語

まんが めざせ！ 現場監督
建設業の社員はどんな仕事をするのか、どうす
れば一人前の現場監督になれるのかを、ストー
リーに載せて「まんが」で分かり易く描いています。
「まんが」で表現し切れないことは、解説ページ
を要所々々に挟み込み補足説明しています。
主役は、工業高校を卒業し建設会社に入社
したての若者と、入社3年目の女性の2人。

定価：2,200円（税込）
《2015年5月発行》

若手社員やこれから建設業を目指す学生さん
たちに、ぜひ読んでいただきたい一冊です。

■内容イメージ

■主な目次
１． 建設業の役割
［解説１］建設業就業者の減少と高齢化

８． 本工事がスタート
［解説14］各種資格の取得
［解説15］建築関係法令の会得

９． 実行予算書の作成
２． 現場チーム結成！！
［解説16］原価管理
［解説２］現場所長の資質と品格
［解説17］実行予算書の作成
［解説３］現場所長(現場代理人)の基本的な業務
［解説４］現場社員の配置
10． 主な工事の管理ポイント
［解説18］杭打ち工事の管理
３． 現場調査とあいさつ
［解説19］コンクリート打設の管理
［解説５］現場乗り入れ時の諸業務
［コラム］世界に誇る日本の建設技術
４． 新人・若手社員の心構え
11． 現場監督のある１日
［解説６］新人・若手社員の心構え
［解説20］品質管理
［解説７］現場社員に必要な知識
［解説21］現場監督の１日
［解説８］協力業者の手配と発注業務
［解説９］主要資材の発注
12． 事故が起こった！？
［解説22］安全管理
５． 施工計画の作成
［解説23］事故発生への対応
［解説10］施工管理業務の概略
［解説11］工程管理
［資 料］全体工程表、月間工程表、作業指示書 13． マンション完成！
［解説24］竣工検査
［解説25］竣工引渡し時の注意点
６． 解体工事に着手！
［解説12］解体工事の管理
14． あれから２０年
［解説26］新入社員から所長へのステップ
７． 近隣住民説明会
［解説13］近隣問題対策
建設現場でよく使われる用語

まんが がんばれ！ＪＶ現場監督
好評の「めざせ！現場監督」の第二弾！！
もはや一般的となった”ＪＶ建設現場”を舞台により大
規模かつ高難度の工事に挑戦する姿を紹介していき
ます。
ＪＶ工事は、サブとスポンサーなど異なる会社が集まり、
協力していくことが大切で、自社単独工事では経験で
きない大型工法や技術を体験でき、他社のよい所を
見習うチャンスでもあります。

本書では、これら一連の流れを「まんが」と「解説」でわ
かりやすく描いています。
定価：2,200円（税込） 若手社員向けや研修に最適な一冊です。
《2017年9月発行》

■主な目次
【SCENE１】プロローグ
【SCENE２】ＪＶ大型工事の受注！！
［解説１］ ＪＶ(＝Joint-Venture)とは
［解説２］ ＪＶ工事の流れ(特定ＪＶ)
［解説３］ ＪＶ構成員の役割

■内容イメージ
【SCENE９】技術・工法の習得
［解説17］ アースドリル拡底杭施工と構真柱の建て込み
［解説18］ トップスラブのコンクリート打設
［解説19-1］ タワークレーンの設置とクライミング(1)
［解説19-2］ タワークレーンの設置とクライミング(2)
【SCENE10】ＪＶ社員のチームワーク

【SCENE３】運営準備委員会
［解説４］ スポンサーのなすべきこと
【SCENE４】サブのＪＶ参画の意義
［解説５］ サブのＪＶ参画の意義
［解説６］ ＪＶ現場社員の人選
【SCENE５】運営委員会・施工委員会
［解説７］ 各種委員会の役割
［解説８］ 運営委員・施工委員の任命
［解説９］ 監査の意義
［解説10］ 議事録を残す
［解説11］ ＪＶ工事での技術職の役割
【SCENE６】スポンサーのＪＶ運営
［解説12］ スポンサーメリットの有無
【SCENE７】協力業社の選定
［解説13］ 協力業社の選定方法
［解説14］ 協力業社への発注の実態
［解説15］ 協力業社への発注に関する
サブ側の留意点

【SCENE11】大手業者の長所の習得
［解説20］ ＪＶ工事における安全管理活動
［解説21］ 本社・支店のなすべきこと
［解説22］ ＪＶ現場社員のなすべきこと
【SCENE12】実行予算書のチェック
［解説23］ 実行予算書の意義
［解説24］ 実行予算書の活用
［解説25］ ＪＶ工事での設備職の役割
［解説26］ ＪＶ工事での見積職の役割
［解説27］ 自社資機材の優先的使用の留意点
［解説28］ 協定原価とは
［解説29］ 協定給与に関する留意点
［解説30］ 設計・積算料、事務経費等の留意点

【SCENE13】営業職の後方支援
［解説31］ ＪＶ工事での営業職の役割
【SCENE14】ＪＶ社員の成長
［解説32］ タワークレーンの解体
【SCENE15】エピローグ

【SCENE８】いよいよ工事が始まった！！
［解説16］ ＪＶにおける会計処理

基礎からわかる 公共土木工事積算
積算業務の手順やルールなどの基礎知識を
網羅するだけでなく、具体的な事例を用いて
分かりやすく解説しています。

また、積算の仕組みの変遷を知ることで、より
深い理解が得られるような内容としています。

定価：4,400円（税込）
《2018年8月発行》

公共土木工事の発注・受注に携わっている
方、積算業務を基礎から学びたい方にお勧
めします。
■内容イメージ

■主な目次
第Ⅰ編 積算の基礎
第1章 公共土木工事の仕組みと積算
第2章 積算の手順
第3章 積算のルール（積算基準類）と積算の方法
第4章 様々な積算
第Ⅱ編 積算事例
第1章 土工の積算
第2章 道路改良工事の事例
第3章 仮設構造物の事例
第4章 積算の失敗防止のために
第Ⅲ編 積算の成り立ち
第1章 積算の歴史
第2章 公共工事の積算とコスト縮減施策
第3章 新技術の採用と積算
第4章 環境施策と積算
第5章 安全対策と積算
第6章 円滑な施工の確保と迅速な災害復旧
第7章 未来に向けて
積算を考える編
第1章 予定価格についての考察
第2章 公共工事積算手法の評価の経緯とその後
第3章 ユニットプライス型積算方式顛末記
第4章 設計変更の必要性
第5章 積算のこれまでとこれから

土木施工の実際と解説 上巻・下巻

平成29年度「国土交通省土木
工事標準歩掛」の公表工種に準
拠した土木工事の施工法について、
施工手順のフロー、施工機種の選
定及び工程ごとの施工写真、イラ
スト等を掲載し施工実態を平易に
解説したものです。

定価：各13,200円（税込）
《2017年10月発行》

■主な目次（上巻）
第１章
第２章
第３章
第４章
第５章
第６章
第７章
第８章
第９章
第10章

一般事項
土工
共通工
基礎工
コンクリート工
仮設工
河川海岸
河川維持
砂防
地すべり防止工

■主な目次（下巻）
第11章
第12章
第13章
第14章
第15章
第16章
第17章
第18章
第19章

道路舗装
道路付属施設
道路維持修繕
共同溝工
トンネル工
橋梁
公園
土木工事標準単価
参考工種

改訂6版では、ICT関連などの新
たな工種、掲載ご要望の多かった
工種を追加するなど内容を大幅に
充実させ、上下巻で発行しました。

■内容イメージ

改訂2版 橋梁補修の解説と積算
改訂版『橋梁補修の解説と積算』
（2016年発行）からの改訂。
橋梁補修工事について、豊富な
施工写真と解説を掲載しています。
■内容イメージ

定価：10,340円（税込）
《2019年10月発行》

■主な目次 【★新規工種 ※一部追加工種】
第1章 鋼橋
【工事編】
①落橋防止装置工
②主桁連結工
③支承取替工（鋼橋）
④橋体補強工（耐荷力向上）
⑤橋体補強工（耐震性向上）
⑥橋体補修工
（腐食等による破断部補修）
⑦橋体補修工
（溶接部の亀裂補修）
⑧横断歩道橋撤去工★
⑨横断歩道橋補修工★
⑩旧橋撤去工★
【作業編】
①補修用足場工※
②高力ボルト工（リベット含む）※
③現場溶接工
④ガス切断工
⑤裏面吸音板工（撤去・再設置）
⑥検査路撤去・再設置工
⑦部材取付工（架設工）
⑧現場塗装工及び塗膜研削工※
⑨コンクリートアンカー工
⑩その他※

第2章 コンクリート橋

第3章 橋梁床版

第7章 歩掛編

①補修・補強用吊足場工
②支承取替工（PC橋）
③あと施工アンカー工
④はつり工
（ウォータージェット工法）
⑤ひび割れ補修工
（低圧注入工法）
⑥ひび割れ補修工
（充てん工法）
⑦剥落防止工（シート系）
⑧剥落防止工（塗膜系）
⑨アルカリ骨材反応抑制工
（リチウムイオン内部圧入工法）
⑩表面被覆工
⑪表面含浸工
⑫断面修復工（左官工法）
⑬断面修復工（吹付工法）
⑭電気化学的防食工
（電気防食工法）
⑮電気化学的防食工
（犠牲陽極工法）
⑯電気化学的防食工
（脱塩工法）
⑰グラウト再注入工
⑱外ケーブル方式による補強工
⑲炭素繊維プレート
緊張による補強工

①床版補強工
②床版下面増厚工
③連続繊維シート接着工
④床版取替工
（合成床版・鋼床版）
⑤床版取替工
（プレキャストPC床版）

①補修用足場工※
②高力ボルト工（リベット含む）※
③現場溶接工
④ガス切断工
⑤裏面吸音板工（撤去・再設置）
⑥検査路撤去・再設置工
⑦部材取付工（架設工）
⑧現場塗装工及び塗膜研削工※
⑨コンクリートアンカー工
⑩その他※
⑪支承取替工（鋼橋）※
⑫横断歩道橋撤去工★
⑬横断歩道橋補修工★
⑭旧橋撤去工★
⑮仮設防護柵設置工★
（仮設ガードレール）
⑯支承取替工（PC橋）★
⑰あと施工アンカー工★
⑱ひび割れ補修工★
（低圧注入工法）
⑲ひび割れ補修工（充てん工法）★
⑳剥落防止工（シート系）★
㉑表面被覆工★
㉒表面含浸工★
㉓断面修復工（左官工法）★
㉔グラウト再注入工★

第4章 橋梁下部
①橋脚鋼板巻立て工
②橋脚鋼板巻きて工
（圧入工法）
③橋脚ＲＣ巻立て工
④橋脚ＰＣ巻立て工
（水中施工）
⑤鋼製橋脚補強工

第5章 橋梁付属物
①伸縮継手装置取替工
②橋梁地覆補修工

第6章 非破壊検査
①鋼製部材の非破壊検査
②コンクリート構造物の
非破壊検査

第8章 補修機械設備

写真でわかる 土木施工

定価：1,650円（税込）
《 2016年1月発行》
※こちらの商品は10冊以上
からのご注文となります

文章だけでは理解しづらい土木施工の
手順・内容について、実際の現場写
真・イラスト・フロー図を豊富に収録し解
説しています。現場の様子をイメージす
ることで、興味・関心を高めたり、理解を
深めたりすることが出来る「見てわかる」
をコンセプトに作成しました。
教材として最適な一冊です！

■主な目次

★ポイント★

●「オールカラー」で
豊富な写真・イラス
ト・フロー図で解説
●土工・基礎工から
トンネル・橋梁まで土
木工事で重要な工
種を網羅
■内容イメージ

