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長い雨の夏が過ぎ 涼しくなっていくと思いきや なんと お盆のころから大変激しい暑さに見舞われています。 
30 度ぐらいでは まだ涼しいと思うほどの猛暑日、とうとう４０度越えも記録してしまいました。 
暑くなっても衰えないのがコロナウイルスです、こちらも連日最高感染者数を更新し GOTO キャンペーンが実施され 

経済高揚期待感が高まったところでの 出鼻をくじく勢いでした。若い人のクラスターと思える飲み会感染などを経て 

最近は 家庭内感染や介護施設での感染も増え 今度は 高齢者の感染が増えてきております。 
無症状の人が多かった状況から 徐々に中症 重症患者数も増え 病床がひっ迫しそうな勢いとなりました。 
不幸中の幸いでしょうか・・・既往症が無い限り やはり日本人は（さほど）重篤化する人が少ないようです。 
医者の中には「日本人はすでに コロナウイルスの抗体を持っていると思われる」という自説を述べる人もいます。 
本当なら どんなに安心なことでしょうか？今のところ「公式見解」ではないようで もどかしいことですが。。。。  
高止まりの後 多少感染者数が減ってきた日本、第二波のピークは過ぎたというのが 大体の有識者の見方のようです。

しかしながら 第二波は終わりそうだけど 次の第三波は「インフルエンザと一緒にやってくるだろう」という恐ろしい予想

も出てきております。ワクチン接種も ロシアで始まりましたが「変異体ウイルス」を 発生させるのでは？とか 副作用が

あるのではないか？とか懸念されているところです。 
香港大学の研究者は、新型コロナウイルス感染症から回復した男性が４カ月半後に再感染したことを確認したと発表し

ました。実証された再感染のケースとしては世界初。研究者は、集団免疫が獲得されても、ウイルスの流行が継続する

可能性を示唆しているとの見方を示しました。と、いうことは 免疫ができていないということで コロナウイルスは一度だ

けでなく 複数回かかる可能性があるということ。 ワクチンを接種すること自体の 必要性を疑うことになってしまいます。

まあ インフルエンザの予防接種も 投与後三か月ほどしか効かないとか 接種しても 違う型のインフルエンザには効

かないとか 摂取しない人も多い現状です。こうなると なかなか 制圧するというのは難しそうです。 
やはり インフルエンザ同様 コロナウイルスも「型がいろいろある流行病」だと受け止めて 一喜一憂せず共存していく

べきなのでしょうか？制圧は本当に難しいのでは？という事を留め置きつつ 「with コロナ」は 注意を払いながらでき

る範囲の中で生活を続けていくしかないのでしょう。以前の生活にはまだまだ届きませんが その中で楽しみもみつけて

いくしかありません。今まで 中高年～高齢者は ちょっとした旅行などが楽しみだったわけですが 今の状況ではその

旅行もままならず 我慢をしているわけで では仲良しと「カラオケでも」と 楽しんだ挙句 コロナ感染・・・残念なことで

す。 「昼カラ」は 一曲 100 円、1000 円もあれば仲間と楽しく一日をすごせます。 
通常であれば 「元気で趣味を持ち 素敵なお年寄り」なのですが いかんせんコロナ蔓延の現在 一旦発症者が出れ

ば わりと年配の（福井県は７０代、８０代の方が感染）方々が感染され 重症化のリスクも大きくなってしまいます。 
昼カラに行けば その場で 仲間も増えて あちこちのカラオケへ出かける人も多いようです。 
８月のクラスターも 県をまたいで利用されている人もいて 複数軒のカラオケ店での 接触が危惧されています。 
若者だけでなく 結構 ストレスが溜まっている老人も多いと思います。「リモートなんて性に合わない やっぱり生だよ

ね」と そういう方は多いと思いますが 趣味のカラオケもカラオケ大会も 自宅などからリモートで開催とかであれば 設

定などにも頭を使う、 分からないことは若者に聞くなどすれば 親交を深めることにもなりますし 出かける危険性も低く

なりますし…リモートを がんばってみるのもいいのではないでしょうか？ 
若い人は 自宅のおじいちゃんおばあちゃんに スマホやパソコンでリモートのやり方を教えたり 大人気のゲーム 映

画鑑賞など 生ではなくても 外とのつながりの楽しさを一緒に楽しんだりもできます。 
危険を回避しつつ もうひとつ 注意して違う楽しみをみつけるしかないですね。 
インフルエンザの致死率より少ないようにも見えますが 60 代以上の致死率はぐんと高くなり MERS 並みだそうです。 
老いも若きも 一致団結し、賢く行動し、コロナウイルスの猛威から 自身を周りの人を守っていきましょう。 
マルジ 9 月のカレンダー  
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2020 年 9 月第 274 回は～ちょっとお尋ねモノレール～について 
お客様より モノレールについてのお問い合わせがあった中で ちょっとピックアップいたします。 

モノレールの運転講習を実施してほしい 

「今使っているモノレールの講習をしてくれないか？そして 修了証を発行してほしい」というお問い合わせがありました。

当社のモノレールだと思いきや・・・よく伺えば 他社の設置されたモノレールでした。 

今のところ モノレールの講習は「メーカー・機種限定」となっておりますので マルジンが講習させていただいても その

現場では間に合わないものとなります。「お使いの機種のメーカー・設置された業者のモノレール技士（２級以上）・モノレ

ール工業協会事務局」等で お手配をお願いいたしました。ご面倒をおかけして申し訳ありません。今後 各メーカーが

統一することになれば またご依頼に添えるかもしれません。当社の設置させていただきました現場であれば どうぞお気

軽にご依頼ください。一度ならず 新規の現場入場者があった場合 何度も講習させていただく事もございます。終了後

「講習修了証と ヘルメットに貼るシール」を 発行させていただきます。お問い合わせください。 

安全協力会などの安全大会の中止 それでも安全には十分気を付けよう 

コロナ感染拡大の影響で 各地の安全大会等が中止になっております。建設業労働災害防止協会（建災防）は、換気の

徹底、「三つの密」の回避等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた継続的な対策を図りつつ、本部教育

推進部及び建設業安全衛生教育センターで実施する講座を6月から順次再開しているようです。安全大会などは 終了

後 懇親会なども予定されて居る場合も多く それこそ「飲食の伴った密状態」となりますので この時節中止という判断が

なされています。しかし、今後は 「リモートでの安全大会」も増えていくようになるかもしれませんね。 

荷物を下ろしにくいので 高さを直してほしい 

モノレールのルートは 現地立会時にお客様と確認させていただき テープなどでしるしをつけ、運ばれる物や ご要望

などうかがって 注意点を立会表に記載します。 

契約などを済ませ 設置となるわけですが 設置終わって受け渡し時に 現場担当者はいらっしゃっても 本当にご利用

になる作業員の方が いらっしゃらない事もあります。今回もいざご利用になってみて 最後の足場の高さと レールの高

さが お使いになる方の「使いにくい高さ」だったようです。マルジンの現場責任者が現地へ伺い レールの高さの修正を

いたしました。こちらとすれば 「受け渡し前に言っていただけると その場で修正できたのに・・・」とは思いますが マルジ

ンの若い責任者も もっと立会時に確認に確認を重ねるべきだったのです。「安全と使いよさS&U」が マルジンのモット

ーです。「もっと使いう人のことを考える」このことは 担当者もきっとよい経験となったものと思います。 

モノレールを使うのって資格いるの？（ちなみに モノレール技士試験もコロナで今年は中止です） 

モノレールに関する講習や資格について 

講習名・資格名 対象者 講習内容・資格条件 主催・届出先 法的 

専任技術者 

管理技術者 

・建設業認可企業 

（機械器具設置工事業） 

建設業法による有資格者 県、国土交通省 法的 

1級モノレール技士 

（協会員以外） 

2級資格を有し取得資格を満たすもの 

更新（5年） 

試験制（筆記試験） 

3級技士、取扱主任者講習を行える 

モノレール工業協会 

各メーカー 

任意 

2級モノレール技士 モノレール業を生業とし、取得資格を有

する者 

更新（5年） 

技術講習後 筆記試験 

機種限定の資格内での3級技士、取扱主任

者講習を行える 

モノレール工業協会 

各メーカー 

任意 

3級モノレール技士 1.2級及び取扱主任者に属さず自社保

有ﾓﾉﾚｰﾙを設置・使用する会社に属す

る者（例・ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｵﾍﾟﾚｰﾀｰ）更新（5年） 

技術講習後 筆記試験 

機種限定の資格内での 

取扱主任者講習を行える 

モノレール工業協会 

各メーカー 

任意 

ﾓﾉﾚｰﾙ取扱講習 各現場対象者 

更新は免除（機種限定解除も申請すれ

ば可） 

ただし、現場にて使用する機種が発行

メーカーと異なる場合は取扱講習を受

けねばならない 

＜講習必須＞ 

・モノレール技士規約 

・ヒヤリハット集 

・安全取扱説明書 

現場でのモノレール取扱が更新免除で利

用できる。（メーカーごとに受講必須） 

モノレール工業協会 

各メーカー 

任意 

運転操作講習 各現場対象者 現場における運転操作・日常点検の安全講

習 

販売店・設置業者・各

メーカーのモノレール

技士による安全講習 

任意 

社内安全衛生教育 ・社員 

・協力会社社員 

外部講師を招くなり 

社内講師における安全講習 

安全大会等で 各会

社のRST講師による安

全講習 

法的 

モノレール敷設工事

に関する必要とされ

ている講習等 

・モノレール敷設に携わる者 ・土木施工管理技士 

※ロープ高所作業講習 ・ガス、アーク溶接 

・フォークリフト ・足場講習 

・クレーン ・玉掛け 

・職長教育 ・伐木 ・刈払機 

・建設機械（クローラー等） ・普通救命 

・整備士 ・電気工事・等 

※ 準中型免許に注意！ H29.3以降の運

転免許取得者は 別途取得が必要です。 

国土交通省 

労働省 

公安委員会 

法的 

 


