
　明けましておめでとうございます
旧年中は大変お世話になり有難う御座いました。
昨年は 5 月より「令和」という新年号になり、半年をかけて天皇即位の行事も滞りなく執
り行われたようでございます。
一方、外国に目を向けますと米中貿易摩擦、日本と韓国の関係悪化等をとりまく環境も不
透明なものがあります。
国内では昨年も異常気象にみまわれ、大きな被害を受けた地域の方に御見舞い申し上げま
す。
経済面では消費税増税の影響も出てきているようで景況感も 4期連続減少したそうです。
人手不足も相変わらずで深刻な問題になっております。
そんな中、ラグビーが大変な活躍をして日本中を沸き立たせ「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」が流行語
大賞に選ばれました。
今年の我が社のスローガンは「安全と研修」です。
全国では現場での事故が多発しております。
工事中の安全に心がけ、一方社員においてはモ
チベーションを高めるためにも「研修」を実施
します。
　最後になりましたが皆様方にとりまして今年
も良い年でありますよう祈念をいたしまして年
頭の挨拶とさせて頂きます。
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【【仕事の目標】
・何事も妥協せず100％で
　取組む
【個人の目標】
・一年間の健康維持
・一級建築施工管理技士合格

【仕事の目標】
・丁寧な仕事をする
【個人の目標】
・ジョギングをする
・スケッチ旅行をする

【仕事の目標】
・丁寧で迅速な見積対応
【個人の目標】
・鰤を釣る
・免許取得

【仕事の目標】
・二級建設施行管理技士の取得
【個人の目標】
・本を6冊読む
・体調を管理し、改善する

工事部工事課
林　賢太郎
【仕事の目標】
　クレームを出さない
【個人の目標】
・体重を落とす
・旅行に行く

【仕事の目標】
・向上心を持って
  仕事をする
【個人の目標】
・体力の維持

【仕事の目標】
・仕事の生産性をあげて
　効率よく仕事をこなす
【個人の目標】
・家の断捨離を継続する
・少しダイエットをする

【仕事の目標】
・建設経理の勉強
【個人の目標】
・仕事との向き合い方を
　考える
・週に2日は休肝日

【仕事の目標】
・スピードUP
【個人の目標】
・美術館に5回行く
・本を月5冊読む

【仕事の目標】
・業務品質の向上を計る
【個人の目標】
・減量
・無事故無違反

【仕事の目標】
・資格を取得
【個人の目標】
・5キロのダイエット
・3試合以上のスポーツ観戦

工事部工事課
横田　悟

工事部工事課
福井　淳一
【仕事の目標】
・出来る事を増やす
【個人の目標】
・減量
・身辺整理

工事部工事課
大北　尚伸
【仕事の目標】
・書類作成業務の効率アップ
【個人の目標】
・健康維持・管理
・夫婦で旅行に行く

【仕事の目標】
・現場でのクレームゼロ
【個人の目標】
・健康第一
・無事故

【仕事の目標】
・CAD、積算の基本の教育（若
　手中心）スキルアップ
【個人の目標】
・お城めぐり（3つ）
・健康第一

【仕事の目標】
・まかせる仕事、まかせられ
　る仕事を作る
【個人の目標】
・年間12回ゴルフをする
・機械に強くなる

【仕事の目標】
・数字に強くなる
【個人の目標】
・ゴルフスコア平均90台前半

　

  江坂オッツ 外壁大規模修繕工事 津田　徹

　昨年の10月から12月にかけて明石運送様の本社営業所

事務所改修工事を担当させていただきました。

着工前までは１階が事務所で２階は木造土壁の住居でした

が、今回は２階部分を事務所・社長室・給茶室とし、１階

部分を応接室・食堂・休憩室に変更させていただきました。

外壁はガルバリウム鋼板とし、各構造部分を補強、間柱を

極力撤去、玄関ホールは開放的な吹き抜け階段を設置させ

ていただきました。

今回大変お世話になりま

した社長様をはじめ社員

様方々に新しい年をより

快適にご利用いただけれ

ば幸いです。

　11月18日～12月14日の期間で、三ノ宮OPA「6Fトイレ
改修工事」を施工しました。
センター長 西本様、館長 瀧山様、マネージャー 丸山様に
は、工程などにご協力いただき誠に有難うございました。
　内装の仕上げですが、今回は壁面に特徴があり「エイジ
ング塗装」という方法で施工しました。
家具や建具の表面に重ね塗りを施したり、塗膜をわざとは
がすことによってアンティークのような古めかしい風合い
に仕上げる工法です。今回の 6階トイレではどこか懐かし
くもあり、それでいて
新しいオシャレな空間
が楽しめると思います。
三宮 OPA にお越しの際
は、お買物ついでに 6
階のトイレもぜひご覧
くださいませ。

　新年明けましておめでとう御座います。

1月2 0日をもって、江坂オッツ「外壁大規模改修工事」が完了いたします。9月から工事が始まり、高さ31 , 7ｍ、面積

が約1,280㎡、外部足場の面積約6,0 00㎡と大規模な外壁工事でしたが、事故もなく無事に竣工できそうです。

足場組立時の騒音問題や塗装の臭気に気を付け、不規則で工事を進め、多少のク

レームはありましたが、無事にキレイに仕上げる事が出来ました。

ご関係者の皆様ならびに協力業者の皆様、ご協力いただき誠に有難う御座いまし

た。竣工まであと少しです。最後まで気を抜かず丁寧に仕上げていきたいと思い

ます。

今後は大規模改修が増えてくると思いますので、ご協力よろしくお願いします。

明石運送本社 営業所事務所 改修工事
今村　憲一

三宮OPA　6階トイレ改修工事
イオンディライト株式会社

三浦　年也

今年の目標

東急不動産ＳＣマネジメント株式会社



　社員のスキルアップのために講習を受講することがあると思います。
弊社でも社員教育のためにさまざまな研修を行っています。
その一つに助成金を活用した「資格取得応援制度」があります。
現場での必要な資格はもちろん、一級・二級建築施工管理技士試験のための研
修にも助成金は利用できますし、昨年 2 月1日より施工された墜落制止用器具
に関する特別講習も助成金の対象になります。
助成金を活用してスキルアップをしましょう！

詳しくは

厚生労働省のホームページまで！！

　少し小雨が降る夜に毎年恒例の忘年会が開催されました！

社長は残念ながら欠席でしたが、総勢19名で豪華にカニづくしのお料理を

いただきました。

私はカニのお鍋が一番おいしかったです。

いつもおいしいお料理が食べれて幸せです！社長、ありがとうございます！

じゃんけん大会はいつも盛り上がり、いつも部長が悔しそうなので次回は

勝ってほしいですね！　　

忘年会 令和1年12月27日　 玉田　典子

2020 年 初出勤 村松　正美

　YouTubeでは毎朝の行動をUPする「モーニングルーティン」が流行って
いるそうです。
丸藤建設のイベントルーティンは1月5日の初出勤から始まります。
春日神社へお参りをし、一年間の目標を発表・ボーリング大会からの七味での
新年会。
そして酔っ払った部長が始める終わりのないじゃんけん大会…
今年も部長は最後まで勝つことができませんでした（笑）
丸藤に入社にてから三年目、
このイベントルーティンがあるからがんばっています。
今年も一年ご安全に！！ 建設事業主等に対する助成金 検索春日神社奉納絵馬

大北　尚伸

福井　淳一

TKG

ボードゲーム

　但馬のお出かけスポットをご紹介します。

ＴＫＧ（卵かけごはん）はお好きでしょうか？

私が以前に訪れ、卵かけごはんの美味しさを再発見した

お店「但 ( たん ) 熊 ( くま )」。お店は兵庫県豊岡市但東町

の国道 426 号線沿いに位置し、大きな熊の像のシンボル

が出迎えてくれます。産みたてプリップリの新鮮な卵を

あつあつご飯にかけて食べれば、「あぁ、たかがＴＫＧ、

されどＴＫＧ。ＴＫＧってこんなに美味いもんだったの

か」と感動を覚えました。卵をいくつ使ってもOKの「卵

かけご飯定食」は、汁物、香物付き。但馬・丹後方面へ

お出かけになられる際には、是非立ち寄ってみられるこ

とをお勧めいたします。

丸 藤 広　 場

助成金活用していますか？

　最近、マニアックな友達に誘われて、ボード

ゲームなるもので遊び始めました。

最初はボードゲームと言われても「人生ゲーム」

や「モノポリー」くらいしか知らなかったので、

いい歳したおっさんが何にハマってるんだと

思ってました。

しかし、実際にやってみると結構面白いのです。

5分で終わる簡単なものから、3時間ほどかかる

難解なものまで、かなりの種類があるようです。

頭をフル回転するものが多いので、ボケ防止や、お子様の知育に良い

と思います。

最近では「ボードゲームカフェ」なるものも増えてきたようですし、

一度遊んでみては如何でしょうか。

山本　康博丸亀城に行ってきました
　高速道路がつながってい
るので思ったより近く感じ
ました。
標高66mの亀山に築かれた
平山城で「石の城」と呼ばれ
ているそうです。
日本100名城の一つで、
400年の歴史が感じられま
した。

　1 1月 7 日、建災防主催の研修会へ参加してきました。

昨年2月に墜落制止用器具にかかる法令の一部改正が施

工され、一定の作業については、フルハーネス型安全帯

の使用が義務づけられました。

弊社でも安全の知識を高めるために特別講習を受講し

ております。

今回の講習では災害事例をメインに、「なぜ起こったの

か」「どうすれば防げたのか」を解説していただきまし

た。発生した事故を知り、類似現場を想像し自分に置

換えて改善方法を考え

る事が大切で、現場に

出たときにきちんと対

応できるようにしてい

きたいです。

　2019 年4月より順次施行されている「働き方改革法」

をメインに建設業雇用管理改善の課題について学びまし

た。

中小企業では2020年 4月1日より残業時間の「罰則付き

上限規制」が施工されます。（建設業は 2024年 3月31日

まで適用猶予）

残業時間を原則月45 時間かつ年間360 時間以内、繁忙期

であっても月100 時間未満、年 720 時間以内にするなど

の上限が設けられ、これを超えると刑事罰の適用もあり

ます。

時代とともに働き方も変

わってきました。

きちんと対応してより良

い職場環境を作っていき

たと思います。

2019年度「ご安全に運動」
『ストップ・ザ・ついらく』研修会 雇用管理研修会へ参加してきました


