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（一社）日本空調衛生工事業協会
第 19 回全国会議を東京都で開催

平成24年10月25日㈭東京都千代田区「東京會

ル事業推進委員会副委員長倉田昌典氏から発表

舘」において、（一社）日本空調衛生工事業協会

があり、最後に「配管加工の工業化と生産シス

第19回全国会議が開催され、全国から約300人の

テム」と題して、㈱ヤマト企画推進部部長代理

会員等が参加しました。

鳥居博恭氏から事例発表がありました。

今回も、「空調衛生工事業の独自性の確立」を
基本課題として、まず全体会議が行われ、
（一社）

当工業会からは、川本会長、山本正寿副会長、
山本一人副会長、大橋専務理事が出席しました。

日空衛有馬修一郎会長の開会挨拶、国土交通省
増田優一国土交通審議官の来賓挨拶の後、基調
講演として、（一財）建築環境・省エネルギー機
構理事長村上周三氏から「エネルギー政策の最
新動向と建築設備産業」と題して基調講演が行
われました。
続いて、事例発表があり最初に「東日本大震
災による設備機器被害状況報告」と題して、
（一
社）東北空調衛生工事業協会技術委員長林信行
氏から被災地の地震及び津波による空調設備と
衛生設備の配管・ダクト・機器等の被害状況に
ついてスライドによる説明があり、続いて、
「中
小規模ビル省エネリニューアル事例調査及び改
修事例」について、日空衛省エネ・リニューア

−1−

定例理事会議事報告（7月・9月・10月）
7 月定例理事会
平 成24年7月13日 ㈮ 午 後4時30分 か ら 第478回
定例理事会が開催されました。
その議事内容の要旨は次のとおりです。
1 ．平成24年度前期経営幹部研修会の実施につ
いて
石田研修委員会委員長から、資料により、
平成24年度経営幹部研修会の実施内容につい
て説明があり、了承されました。
9 月定例理事会
平成24年9月14日㈮午後2時から第479回定例
理事会が開催されました。
その議事内容の要旨は次のとおりです。
1 ．日空衛「全国会議」について
大橋専務理事から、10月25日㈭に東京都千
代田区「東京會舘」で開催される日空衛「全
国会議」について説明があり、川本会長から、
当工業会として、正副会長、専務理事の出席
を求める発言があり、了承されました。
2 ．日空衛「関東支部連絡協議会」について
専務理事から、11月29日㈭に群馬県高崎市
（会場未定）で開催される日空衛「関東支部連
絡協議会」について説明があり、
川本会長から、
出席者として、正副会長、各委員長、専務理
事の出席を求める発言があり、了承されまし
た。
3 ．江戸紙切りtoバラエティ演芸チャリティ笑
への後援について
専務理事が資料により説明を行い、当工業
会のチャリティへの支援は昨年と同様後援と
し、入場券を80枚購入し、横浜市社会福祉協
議会に寄付することを提案しました。
また、川本会長から当工業会の地域福祉へ
の支援活動の一環として演芸チャリティ笑へ
の後援を行いたい旨の説明があり、協議の結
果、了承されました。

10月定例理事会
平成24年10月12日㈮午後2時から第480回定例
理事会が開催されました。
その議事内容の要旨は次のとおりです。
1 ．中間決算について
山本一人副会長兼総務委員長から、大橋専
務理事に対して、中間決算について報告が求
められました。
専務理事が資料により報告を行い、承認さ
れました。
2 ．12月定例理事会について
専務理事から、12月定例理事会について、
12月14日㈮午後3時から｢華正樓｣本店で行い
たい旨の説明があり、了承されました。
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平成24年度前期経営幹部研修会開催

建設業の経営戦略とこれからの人材マネジメント
～人材こそ生き残り戦略のカギとなる～
研修委員会

本間

平成24年度の前期経営幹部研修会が平成24年
9月6日㈭午後2時から ホテル横浜ガーデンにお
いて開催されました。
今回の研修会は、会員企業の経営に資するた
め、㈱建設経営サービス 本間恒之氏を講師に招
いて講演が行われ、㈳神奈川県電業協会からの
参加も得て、28名が受講しました。
開講に先立ち、川本会長から主催者を代表し
て本研修会の意義等について挨拶があり、続い
て本間講師よりテキストに基づく講演が行われ
ました。
なお、本研修会は、横浜市の建設関連産業活
性化支援事業に伴うアドバイザー派遣制度要綱
第5条第4項の規程に基づくアドバイザー派遣事
業に指定されています。
講

演
テーマ
建設業の経営戦略とこれからの人材マネジ
メント
～人材こそ生き残り戦略のカギとなる～
講

師

㈱建設経営サービス
講師 本間 恒之 氏

恒之 講師

内

容 （概要）
会社存続には、自社の経営資源（ヒト・モノ・
カネ）のなかでもヒトの活用が重要なポイン
トです。経営戦略上も大事な視点で、将来の
企業運営、経営計画にも大きく影響してきま
す。
本研修では、ヒトをどのように有効活用す
るのか、役職員にいかにやる気を持って取り
組んでもらうのか、具体的にはどういったこ
とが考えられるのか、業種を問わず他企業の
事例を交えながら分かりやすく解説しました。
（主な項目）
１．経営戦略と人材育成の関係
～自社を見つめなおし、
戦略の再構築する必要性
２．いまどき社員の考え方
～シリをたたくだけでは動かない
３．これからの人材マネジメントの潮流
～コストをかけずに社員を
やる気にさせる方法
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平成24年度技術研修見学会

〜 ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）相模原キャンパス 〜
技術委員会
技術委員会主催の平成24年度技術研修見学会

衛星や探査機の特性上常に軽量化や省エネ等

が平成24年10月19日㈮に神奈川県相模原市にあ

に力を入れており、
『JAXAオープンラボ』公募

るJAXA 相模原キャンパスで実施されました。

など2005年には、当時ようやく一般に普及が始

今回の参加者は正会員20名（12社）でした。

まったばかりのLED照明の開発を開始するな

JAXA（宇宙航空研究開発機構）といえば、最

ど、産業界との連携・協力を行っており、宇宙

近話題となった小惑星探査機『はやぶさ』が有

空間での長期滞在へ向けての生活環境の快適化

名ですが、当工業会の環境宣言のパンフレット

や水・二酸化炭素などのリサイクル、各種廃棄

表紙写真を提供してくださった団体でもありま

物の省力化・再利用の研究、各部品の標準化など、

す。

当工業会としても見習わなければいけない点が

見学では、初めに会議室にて今回案内をして

色々ありました。

下さる広報の平田氏よりビデオ及びパンフレッ

最後に屋外展示場にて、国産ロケットの大き

トを利用してJAXAの歴史や研究活動について

さに驚きながら全員で記念写真を撮り、今回色々

説明をして頂き、その後ロビー、屋内外の展示

な解説をして下さった平田氏にお礼を申し上げ、

施設を平田氏の説明を受けながら見学させて頂

散会となりました。
（技術委員会

きました。
JAXAというと華々しい最先端・最新技術を
想像しますが、衛星の耐熱フィルムの固定にマ
ジックテープを利用したり、アンテナのスペー
スデブリによる破損防止のためストッキングの
織り方を参考にしたりと私たちの私生活で利用
している様々な技術を応用していました。
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R．M記）

平成24年度技術講演会開催

「再生可能エネルギーの活用と省エネルギー技術」
技術委員会
㈳神奈川県空調衛生工業会は、平成
21年1月に『環境宣言』をおこない、
『神
奈川発！！地球にいいこと、ひとつずつ』
をスローガンに、全会員とともに、環
境保全活動を推進することを宣言しま
した。技術委員会では、
『神奈川発！
！
地球にいいこと、ひとつずつ』をテー
マとして平成20年度から、神奈川県、
横浜市等の協力を得て講演会を開催し
てきました。
また、関係団体と環境問題への取組
みを深めるため、
平成22年度から（公財）
横浜市建築保全公社を主催に、当工業
会は「㈳横浜市電設協会」
、
「横浜市管
工事㈿」、「㈿横浜市設備設計」と共催で、技術
研修会を開催してきました。
今年度は、11月6日㈫に横浜情報文化センター
6階にて「再生可能エネルギーの活用と省エネル
ギー技術」をテーマとして開催をしました。
講演内容は、第1部で「かながわスマートエネ
ルギー構想について」
、神奈川県環境農政局 新
エネルギー ･温暖化対策部 太陽光発電推進課
副課長 小碇聡史氏より、1）
「かながわスマー
トエネルギー構想について」
、2）
「創エネ」の取
組について、3）
「省エネ」と「蓄エネ」の取組
について、太陽光発電を中心に事例の紹介、説
明がありました。
続いて、「環境未来都市と横浜スマートシティ
プロジェクト」と題して、横浜市温暖化対策総
括本部 企画調整部 プロジェクト推進課長
名倉直氏より1）環境未来都市、2）横浜スマー
トシティープロジェクト（YSCP）
、
3）横浜グリー
ンパワー（YGP）モデル事業 について「環境
未来都市」、「次世代エネルギー・社会システム
実証地域」に選定された横浜市の実証事業の紹
介と説明がありました。
講演第2部では、
「中小規模施設向けエネルギー
管理システムについて」㈱東芝 スマートコミュ
ニティ技術部グループ長 佐々木康夫氏より1）

エネルギー管理システム導入促進事業（BEMS
導入事業）
、2）遠隔省電力サービスの7つの特徴、
3）東芝が提供するエネルギーマネージメント、4）
関西電力の取組んでいる「使用電力の見える化」、
「機器設備の省エネ運転」
、
「デマンド制御」等に
よる東芝のエネルギーマネージメントサポート
ビジネスについて紹介、説明がありました。
最後に（公財）横浜市建築保全公社 営繕部
設備課長 川縁健二氏より「熱源ポンプの省エ
ネルギー対策」についての事例紹介と説明があ
りました。
平成23年3月11日の東日本大震災以降 1）原
子力発電の停止、再稼動の是非、2）電力の安定
供給の確保、3）再生可能エネルギーへの期待と
現実、4）石油とガスの供給安定性の確保等の課
題が叫ばれ、太陽光発電を中心とした自然エネ
ルギーや、スマートエネルギー構想が注目され
てきています。今回の講演に参加して、我々エ
ネルギーを扱う業界団体として、今後も尚一層、
「エネルギーの有効活用」
・
「環境にやさしいエネ
ルギー使用」に配慮した行動に努めなければな
らないと痛感しました。
当日の参加者は183名で当工業会から34名が
出席しました。
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横浜市建築局主催による震災時即時出動訓練行われる
安全委員会

防災の日の9月1日㈯に先立ち、8月30日㈭に

今回の「横浜市震災時即時出動訓練」に
参加し、ご協力をいただいた会員会社

「横浜市公共建築物に係わる震災時の応急措置の
協力に関する協定」に基づき、災害時の迅速な
防災拠点の確保に向けた即時出動訓練が、横浜
市と出動協定をしている建設5団体の横浜建設業
協会、神奈川県建設業協会横浜支部、横浜市電
設協会、神奈川県電業協会、当神奈川県空調衛
生工業会の即時出動者会員、バックアップ会員
の合計254名が参加し、特に震災時の重要な拠点

◎即時出動会員（22社）
㈱朝日工業社、エルゴテック㈱、㈱金子工業所、
川本工業㈱、共栄産業㈱、㈱京浜設備工業所、
㈱光電社、
斎久工業㈱、
相模設備工業㈱、
三機工業㈱、㈱三冷社、㈱城口研究所、
新菱冷熱工業㈱、第一工業㈱、大成温調㈱、

となり、中心的な役割を果たす区庁舎、消防署、

ダイダン㈱、高砂熱学工業㈱、東洋熱工業㈱、

病院等で実施されました。

日宝工業㈱、
三沢電機㈱、
㈱ヤマト、
山本電気水道㈱

横浜市指定の51施設のうち、当工業会は51施
設（38班）での訓練を実施し、即時出動会員45

◎バックアップ会員（33社）

名（22社）とバックアップ会員35名（33社）の

㈱アクトエンジニアリング、アトム冷熱工業㈱、

合計80名（55社）
〔※即時、
バックアップ重複5社〕

カナレイ㈱、㈱小松工業、㈱清田工業、㈱康栄社、

が訓練に参加しました。

興和工業㈱、三建設備工業㈱、㈱三晃空調、

当日は、出動者の参集確認後、施設管理者か
ら設備の故障、漏水などを想定した被害状況が
報告され、各所で安全点検、安全措置などを訓
練実施しました。
訓練は、各出動者の協力のもと滞りなく終了
しました。本番さながらの訓練は、今後想定さ
れる大震災時に生かされるものと思います。

芝工業㈱、
㈱昭和工業、
神中工業㈱、
新日本空調㈱、
須賀工業㈱、第一工業㈱、第一設備工業㈱、
太建工業㈱、大成温調㈱、ダイダン㈱、㈱司工事、
㈱テクノ菱和、南海工業㈱、㈱日設、㈱ニッセツ、
万里設備㈱、日比谷総合設備㈱、豊正工業㈱、
三沢電機㈱、南設備工業㈱、山本電気水道㈱、
㈱ヨコレイ、菱和設備㈱、㈱渡辺管工業
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神奈川県県土整備局主催による震災訓練行われる
安全委員会

平成24年11月15日㈭に「神奈川県公共建築物
に係る地震時の点検等の協力に関する協定」に
基づき、大規模地震発生時の迅速な拠点施設の
確保に向けた自動出動訓練が、神奈川県と出動
協定をしている建設6団体の神奈川県建設業協
会、神奈川県電業協会、神奈川県空調衛生工業会、
横浜建設業協会、川崎建設業協会、川崎市空調
衛生工業会から会員合計17名（14社）が参加し、
総合防災センター、横浜川崎治水事務所川崎治
水センター、磯子警察署、神奈川警察署の4箇所
で実施されました。
当工業会からは、出動会員4名（3社）が参加
をしました。
当日は、出動者の参集確認後、施設管理者か
ら設備の故障などを想定した被害状況が報告さ
れ、安全点検、安全措置などの訓練を実施しま
した。

今回の震災訓練に参加し、
ご協力をいただいた会員会社
三機工業㈱、㈱康栄社、太建工業㈱

横浜市優良工事表彰式
横浜市の平成24年度優良工事表彰式が、平成24年10月30日㈫ワークピア横浜において開催されまし
た。
この表彰式は、横浜市が発注した工事を優秀な成績で施工した施工会社及び現場責任者の方々に対
して、その業績を顕彰するために毎年行うものであり、施工会社表彰は今回で34回目、現場責任者表
彰は7回目となります。
本年度の優良工事施工会社表彰には、設備部門が15社、建築部門5社、土木・造園部門が38社の合
計58社が、また、現場責任者表彰には、設備部門が11名、建築部門が5名、土木・造園部門が41名の
合計57名が選ばれ、それぞれ各部門の代表者に林文子市長から、表彰状が手渡されました。
当工業会会員からは、優良工事施工会社表彰で次の4社が、また、優良工事現場責任者表彰で次の2
名の方が表彰されました。心からお慶び申し上げます。
優良工事施工会社表彰［設備部門］
エルゴテック 株式会社 代表者
共栄産業 株式会社
代表者
株式会社 小松工業
代表者
万里設備 株式会社
代表者

落合
漆原
小松
稲富

康利
幹雄
信幸
哲男

優良工事現場責任者表彰［設備部門］
亀井 和元（興信工業 株式会社）
小松 周司（株式会社 小松工業）
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当工業会後援
「江戸紙切り to バラエティ演芸チャリティ笑」
当工業会が後援（主催：Ken Planning第9回江
戸紙切り to バラエティ演芸チャリティ笑実行委
員会）をした「江戸紙切り to バラエティ演芸チャ
リティ笑」が平成24年11月17日㈯午後1時30分
から、横浜にぎわい座芸能ホールで開演されま
した。
当日は、横浜市社会福祉協議会をとおして知
的障害者・身体障害者の方々など50名を無料で
ご招待し、アマチュアの方々が演じた「ほのぼ
のパフォーマンス」
「落語」
「奇術」
「江戸太神楽」
「紙切り」などを堪能していただきました。

工業会 川本守彦会長
平成 24 年国土交通大臣表彰受賞
当工業会長の川本守彦氏が平成24年の国
土交通大臣表彰を7月10日に受賞されまし
た。
当工業会から大臣表彰を受賞されたの
は、第5代会長の大澤洋氏が平成7年に受賞
して以来17年ぶりです。
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親 睦 会 報 告
◎平成24年度麻雀大会

渉外委員会主催の麻雀大会が、平成24年7月20日㈮に麻雀荘「紫」において
16名が参加して行われました。成績は次のとおりです。
優 勝
丹野 純 氏
〔山本電気水道㈱〕

優
勝
準 優 勝

丹 野
亀卦川

善

純〔山 本 電 気 水 道 ㈱〕
冶〔相 模 設 備 工 業 ㈱〕

◎平成24度後期ゴルフ大会
渉外委員会主催の後期
ゴルフ大会が、平成24年
10月31日㈬に横浜カント
リークラブにおいて35名
が参加して行われまし
優 勝 稲富 哲男 氏 た。上位入賞者は次のと
〔万里設備㈱〕
おりです。
優
勝
稲富 哲男〔万 里 設 備 ㈱〕
準 優 勝・ベストグロス賞
山本 一人〔高 砂 熱 学 工 業 ㈱〕

平成 24 年度「後期ゴルフ大会」参加者の皆様

新 会 員 紹 介
《賛助会員》
◎新入会員
・有限会社横浜キャド設計（平成24年11月入会）
〒235−0002
横浜市磯子区馬場町4−39
取締役 佐藤 清子
TEL 045−761−0054
FAX 045−761−1075

工 業 会 報 告
当工業会元副会長、現相談役 東海氣熱取締役会長堀口春雄氏が 10 月 3 日にご逝去されました。
ここに謹んでご報告申し上げます。
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会員消息
《正会員》
旭シンクロテック株式会社

変更年月

新
首都圏第一営業所
〒212-0023
首都圏 事業所所在地
川崎市幸区戸手本町2-181-3
平成24年4月
第一営業所
TEL
044-533-5241
FAX
044-533-5242
変更年月
平成24年6月

変更事項
事業所名

変更事項
本社
代表者

変更年月
平成24年7月

本社

変更年月
平成24年6月

変更事項
本社
代表者

変更年月
平成24年11月

変更事項
代表者

変更事項
本社
代表者

京急電機 株式会社
新
代表取締役社長

中山

斎久工業 株式会社
新
代表取締役社長

旧
伸 代表取締役社長 佐々木 久雄

篠原

旧
忠彦 代表取締役社長

齋藤

久章

野口

旧
恭男 代表取締役社長

野口

勇

山本

哲

芝工業 株式会社

新
代表取締役社長

旧
大和営業所
〒242-0003
大和市林間2-22-16
046-274-0742
046-274-0786

株式会社 勝栄工業
代表取締役

新

中内

靖修 代表取締役

須賀工業株式会社

変更年月
変更事項
新
平成24年6月 横浜支店 事業所責任者 執行役員 支店長
変更年月
平成23年11月

変更年月
平成24年6月

変更事項
本社

井上 純一 支店長

株式会社 日設
新

〒105-6971
事業所所在地 東京都港区芝浦1-2-1
シーバンスＮ館18階
TEL
03-5765-6913

変更事項
本社
代表者

旧

旧

福原 保豊

旧
〒105-0001
東京都港区虎ノ門2-9-8
03-3501-0214

富士古河Ｅ＆Ｃ 株式会社

新
旧
代表取締役社長 籾井 丈一郎 代表取締役社長
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小池

文章

《賛助会員》
変更年月
変更事項
平成24年4月 東京支店
代表者
変更年月
平成23年4月

変更事項
本社
代表者

朝日機器 株式会社

新
旧
執行役員 副支店長 田畑 輝好 専務取締役 支店長 梶浦 悠志

株式会社 島倉鉄工所
新
代表取締役社長

嶋倉

旧
晃重 代表取締役社長

嶋倉

晃

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー東日本支店 横浜事業所

変更年月

変更事項
事業所名
横浜事業所
平成24年4月 横浜事業所
事業所責任者 所長

新

片貝

横浜営業所
豪 所長

旧

加藤

淳也

森本

敦

ダイキンHVACソリューション東京株式会社 神奈川支店

変更年月
変更事項
新
平成24年4月 神奈川支店 事業所責任者 取締役支店長
変更年月

清水

旧
博樹 取締役支店長

ホーチキ 株式会社 横浜支店

変更事項
新
旧
事業所所在地 横浜市神奈川区栄町5-1
横浜市神奈川区栄町5-1
平成24年9月 横浜支店
（ビルの階数） (横浜クリエーションスクエア14階） （横浜クリエーションスクエア8階）

編集後記
日増しに寒さが募る朝夕の空気に、秋が終わり本格的な冬の到来が感じられる季節となりました。
今年も残すところあと1ヶ月となり、もう一年を振り返る時期だと改めて時の早さに驚かされます。
解決の糸口すら見えない原発問題、まだまだ遠い震災復興、企業年金資産消失問題、電力供給の不
安や政局の不安定、海外景気の不透明性、領土問題等総じてあまりいいニュースは少なかったような
気がします。
その中でも明るいニュースとしてロンドンオリンピックで、日本選手団は史上最多の38個のメダル
獲得の大躍進で大いに盛り上がりました。個人、団体を問わず、多くのアスリート達の活躍は、記録
のみならずそのひたむきに頑張る姿には感動と、明
日への活力を与えてもらいました。
また、京都大学の山中伸弥教授が人工多能性幹細
胞（ｉＰＳ細胞）の開発で、ノーベル医学・生理学
賞の受賞が決まりました。
「万能細胞」の研究に革命
的な進歩をもたらし、病気やけがで損傷した臓器な
どに移植して治療する再生医療の実現に向け、新た
な時代の扉を開けました。
建設業においてはあいかわらず厳しい現状が続き
ますが、来年こそは良い変化をもたらされる1年にな
ればと願っております。
（Ｓ.Ｓ）
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