
リフォーム情報

8月21日（日）、3回目となる「サマーフェスタ」が、例年通り「地域の皆様の御愛顧に感謝」
のコンセプトに基づいて開催されました。
今年は「子供たちにもっと楽しめるお祭りを」と考え、初の試みとして、豊中市小売商業
団体連合会の方々に焼きそばやフランクフルト、かき氷、紐引き、輪投げ等の屋台を出し
て頂きました。個人的には合間に食べた「もなかアイス」がとても美味しかったです。
大阪トヨタ自動車（株）空港店様からも昨年同様、「プリウスα」の展示を行って頂き、話
題の車だけに興味深く見入っていらっしゃる方もとても多く、「やっぱりいいな～」とつぶ
やくお父様方の声を何度も聞きました。
大阪ガス様の｢エネファーム・エコウィル体験展示会｣や、クッキングヒーターのお料理体
験は、「センサーコンロ」が興味深く、作って貰ったワッフル等も美味しく頂きました。ミ
スト体験、こちらはお母様方が興味津々だったご様子でした。

毎回サマーフェスタの目玉になっているのが、ガラガラ抽選会・フリーマーケット・木工
教室。特に木工教室は、今年も丸藤工務課陣が力を出し切り、現場から戻った人から材料
の作成をしたり、4人の連携が取れている所など、見ていてファインプレーそのもので見
事でした。

あいにくの大雨の為、ご来場頂いた方々にはご不便をお掛け致しましたが、そんな中でも
140名の方々が足を運んで下さったこと、心より感謝を申し上げます。
最後になりましたが、豊中市小売商業団体連合会の皆様、協賛店舗及び応援して下さった
方々、本当にありがとうございました。

竣工　ナカミネ精肉店

プライバシー保護の為、顔にモザイク処理を
施してあります。ご了承下さい。

「兄ちゃんココ何ができんのん？」
「あっ、はいお肉屋さんです。」
「へえ～焼肉屋か。そらええわ！」
「いや、焼肉屋さんやのうて精肉店です。」
という会話をこの現場の前で行き交う人々と何度となく交わした記憶が残ります。

京阪萱島駅は、駅のホームに神木である大きな楠が聳え立つ「駅百選の一つ」で
有名です。住んでおられる方々も「気さくで親切」な人達が多く、夏前から着工
させていただいてから本当に色んな面でお世話になりました。
「肉のなかみね」さんも既に地元で多店舗展開されており「安くて美味しいお肉」
とファンも多く、オープン当初から毎日数百人以上の来店客で賑っており、今後
も益々期待されております。

こんな心温まる現場を担当させていただいた事を本当に有難く感謝しております。
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丸藤建設株式会社

営業部課長
武内　信也
季節も秋に変わりました。
食欲の秋・読書の秋・い
ろいろな秋がありますが、
丸藤の秋をつかみたいで
す。

企画部部長
山本　康博

今村　憲一

早いもので、2011年もあと2か月
余りとなりました。
東日本大震災に続き、台風12号に
よる記録的大雨による災害が起こり
ましたが、復興、復旧がなかなか進
まない状況のようです。年末までの
安全と、無事を願うとともに、一
人一人が防災について改めて考え
なければと思います。

工事部工務課
大久保　誠

工事部工務課
芳永　晃ニ

入社して半年、慣れないな
がらも現場をこなしてきま
した。
より一層頑張りたいと思い
ます。

経理担当
岩井　美代子
朝晩涼しく成り秋らしくなってきましたね・・・!(^^)!
10月中旬頃にホームページに新しく photogallery を新設する事に
成りました。当社の近隣に“COOKde愛”というごはんやさんがあ
ります。そこの小野様の御主人が、趣味で写真を撮られお店に飾って
おられて写真が変わる度に、感動をし気持ちが安らぎ、次の写真に期
待をしています。
当社のホームページの掲載を申し出た所、快く引き受けて頂き掲載の
運びとなりました。又、当社にも写真を愛する方が居ますので同じく
掲載致します。楽しみにしていて下さいね・・・(^_^)v

少し遠ざかっていた自転車
通勤を始めた。
自分で自覚する程、体が重
たくなって来たからだ。
でも秋なので、腹が減る。

スポーツの秋・
食欲の秋・
読書の秋。
仕事の秋！
目標めざして頑張りま
す。

営業部・工事部部長
藤野　茂生
野球好きな私ですが、去年
の今頃は非常に気分良く見
ていましたが、今年はBク
ラスがほぼ決定的となり非
常に寂しいシーズンとなり
ました。

工事部工事課
藤原　浩史
少しずつ朝晩冷え込み、バ
イク通勤が辛くなる季節に
なりました。
帰宅後の湯豆腐と熱燗を楽
しみに頑張ります。

工事部工事課
洲鎌　徹

工事部係長
打樋　美博

工事部次長
木戸　紀之 

暑い夏も終わり、清々しい
季節がやってきました。
夏場の現場では、汗が眼鏡
に落ちるたびに拭き取るの
が面倒で、億劫な気持にな
ります。面倒な作業が無く
なったので、仕事に集中し
て頑張ります。

先日、明石港に車を止め、
2時間ほど釣りをして車に
戻ってみると助手席のカギ
を壊され財布を取られてい
ました。みなさん車上荒ら
しには気を付けよう！

工事部係長
川添　誠

節電の夏も思った程は厳し
くなく、何とか秋を迎える
事ができました。
大阪にきて21年、毎年感
じますがこの時期の急激な
温度の変化は驚きますね。

夏も終わりというのに、ま
だまだ暑い日が続いていま
す。
仕事もゴルフにも、早く涼
しくなって欲しいと思う毎
日です。

工事部工務課リーダー
田村　浩昭

朝晩は、大分涼しくなって
きました。
日中はまだまだ、暑く体調
管理の方が、難しいですが
風邪をひかないように気を
付けたいです。　

工事部工事課
梅田　正彦

今年は、運動会が3件重なっ
て休みがつぶれて大変です。
幼稚園・小学校・中学校。
地区までは無理でした。

工事部工務課
岸本　清治

いつの間にかもう１０月で
すね。スケッチブックでも
持って小さい秋を見つけに
行こうかな・・・。

工事部工事課
今村　憲一

当社に入社し、一年が経と
うとしています。
何事も安易に考えずに 、も
う一度、初心にもどり確認
や伝達、物事を深く掘り下
げて行動していきたいです。

工事部工事課
園 伸一郎

業務担当
松井　由理子
あちこちで起こっている災害の
爪痕は、思うだけで心が苦しく
なります。
普通に過ごしている私たちには
何が出来るのか。常に考えて、
みんなで明るく乗り越えて行け
たらと思います。
一人一人が頑張っていきましょう！

社員からの一言丸藤通信
秋号 Vol.9

ご挨拶
　めっきり秋らしくなりました。
今年もサマーフェスタを開催し、ご近所の皆様、お得意先、お知り合いの
方々の御協力を頂いたおかげで、無事成功裡に収める事が出来ました。

　先日首相交代になりました。景気回復に向けて期待しています。
私どもの業界の方は、少しずつですが上向いている様に感じます。
皆様の方はどうでしょうか？
2011年もあと残り３ヶ月となりましたが、これからも社員一同一致協力して
頑張っていきたいと思います。

営業部・工事部部長  藤野　茂生
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・ガス発電のお話を聞けたこと（Ｈ様）
・スタッフの方々が優しくて良かった（Ｃ様）
・かき氷！（Ｓ様）
・スタッフの方々が親切（Ａ様）
・ミスト体験が出来た（Ｓ様）

・雨で残念ですが、子供が楽しめた（Ｎ様）
・木工教室の釘が打ちやすかった（Ｇ様）
・子供の工作が作れた（Ｔ様）
・地元のイベントとして発展してほしい（Ｏ様）
・アットホームな感じで来やすい（Ｍ様）

ご来場下さった方々のご意見を一部紹介します（抜粋）

丸藤サマーフェスタ2011
第３回

松井　由理子 のご報告



　御存じの方もおられると思いますが、9月1日からペーパーレスを導入しました。
データや資料を紙に印刷して、保管・共有・閲覧などを行ってきたのをやめて、コンピューター
システム上でのファイルの操作や画面表示で代替する試みです。業務の効率化やコスト低減の取
組みです。

パソコンの普及やインターネット╱ＬＡＮのブロードバンド化、データ保存メディアの低価格化
などにより、紙への印刷やコピーを減らすことにより、紙の印刷や保管にかかる諸費用を、抑え
ています。

時間的にも効率ＵＰですし、環境問題への貢献も見込まれると思われます。

　７月22日に大阪トヨタ千里店様にてドライミストを設置いたしました。
大阪トヨタ千里店様の蓮田店長よりお声を頂きました。
設置以降のお客様と社員の声を列挙しますと・・・

大阪トヨタ 千里店ドライミスト

丸藤建設の取り組み

川添　誠
無駄をなくす

家庭用自動ドアの販売について

藤野　茂生　

　ここ数年当社の仕事で考えさせられる事が多いのが、ユニバーサルデザインです。

扉の折戸や引き戸、新築工事だけでなく、改修工事にもプランを上げる事例が多く

なりました。コスト面・便利さ・仕上がりの良さ・何かもう一つ上の品質がご提供

できないかと考えていました。そんな時に橋田技研工業（株）様とのご縁で、ロボコ

ンドアを知り、我社で販売することになりました。ロボコンドアとは自動扉のこと。

機能もよく便利で、静かであり、これから御家庭において増える事まちがいなし！

一度興味のあるかたは、丸藤建設（0120-757-024）までお問い合わせください。

建築ニュース 武内　信也

いかにも涼しそう

非常に有難いお声を頂きました。
この時代いろいろな災害が起きて、環境問題が取り上げられています。
今後もECOに取組んで必要とされる方々にご提供していきたいと思います。

前面道路から良く見え、宣伝効果が高い。

今までは、展示場での説明が嫌だったが、今はお客様へ誇らしい感じがする。　等など

お客様の声

社員の声

さすが大阪トヨタ。車の販売やサービスだけでなく、環境の問題にも
いち早く取組んでいると感じる。

見ているだけで清々しい感じがする。

サービスで待っている時、今までは展示場へ出る気もしなかったが、
今はこの店を使っていることに優越感を覚える。

ステイタスを感じる。　等など

通称『金亀城（こんきじょう）』と呼ば
れているそうです。
天守構造は「複合式望楼型3重３階地
下１階」で、関ヶ原の戦いののち井伊
氏により、２０年の歳月をかけて築造
されました。コスト削減と工期短縮の
為、大津城の天守（京極高次・初）や佐和山城の多門櫓（石田三成）
などの移築伝承があります。
明治初期の廃城令により多くの城が破却されましたが、天守が国
宝指定された四城の一つに数えられています。

ニュース＆トピックス

戸建てリフォームの基礎知識
打樋　美博　　第四回

法規制

建築確認申請

　戸建リフォームの際に気をつけなくてはならない法規制をチェックしましょう。
今回は建築確認・用途地域・防火対策・地方条例・消防法について説明します。

都市計画法により市街化区域を用途別に区分したもので、第一種・第二種低層住居専用地域などがあり、建てられる建物の種類
や規模（建ぺい率・容積率など）が想定されてます。

以上のことを考慮し、戸建リフォームの計画をしましょう。

丸 藤
広　場

　先日、私が１５年来通っている梅地下の
串かつ屋さんに久しぶりにいきました。ま
ずは生中を注文し渇いた喉を潤したところ
で串の注文です。この日のおすすめは牛ひ
れ肉とニンニクの串でした。

一杯目の生中が残り一口くらいになったと
ころで串の登場です。
     

　牛かつに鳥にうずら
エビ…………………
といった具合に大好き
な串かつを頬張りなが
ら飲むビールは最高！
秘伝の甘口ソース（二
度つけお断り）をたっ
ぷりとつけて、この日
のおすすめの牛ひれ肉
とニンニクの串も絶品
でした。
３杯目のビールが五臓六腑に染み渡り、今年の残暑を堪能致しま
した。値段もリーズナブルで女性客も多く、人気のあるいいお店
です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
気になった方は是非ご一報お待ちしております。

　先日、神戸の六甲山へ行って来ました。台風の前だったので、
その日の気温は30度！
山頂へ登ると25度でした。とても涼しく登山をしている人が沢
山おられ、目についた方の半数は若い方が占めていました。これ
から紅葉の季節になるのが楽しみです。 
        

山本　康博

藤原　浩史

岩井　美代子
梅地下の串かつ屋さん

神戸の六甲山

国宝　彦根城

地方条例

防火地域　　

用途地域

建築確認とは、役所が建築基準法に適応しているかどうか確認する手続きのことで、防火地域・準防火地域内の建物を増築する
場合や、増築部分が10㎡を超える場合、また構造耐力上、主要な部分の過半を修繕するなどの大規模なリフォームが対象とな
ります。

市街地における建築物の防火対策として、防火地域や準防火地域に指定されている区域内にある建物は、建築物の階数や面積に
よっては、外壁などを耐火構造など燃えにくいものにすることや、敷地境界に向けて窓等の開口がある場合（敷地境界から1階
では3m、2階では5m以内）は、延焼のおそれのある部分として、防火構造にする場合があります。

都道府県や市町村において、建築基準法に加えて、条例で建築物の構造、設備等について規制を行なっているところもあるので、
確認が必要な場合があります。

消防法
消防法は、建築物の火災を防火するために、消化器や火災報知器など消防設備等の設置に係わる基準が定められています。平成
16年6月の消防法改正で、すべての新築住宅に火災放置器の設置が義務付けられました。既存住宅の場合は、地方条例で義務
付け時期が異なりますので確認が必要です。


