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　平成25年10月24日㈭宮城県仙台市青葉区「仙
台国際ホテル」において､（一社）日本空調衛生
工事業協会第20回全国会議が開催され、全国か
ら約360人の会員等が参加しました。
　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）
日空衛･大内･厚会長の開会挨拶、国土交通省･小
池･剛東北地方整備局長の来賓挨拶の後、基調講
演として、復興庁･中島･正弘事務次官から「東日
本大震災からの復興の現状と最近の取組み」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～その2」と題し
て、（一社）東北空調衛生工事業協会･技術副委
員長･峯田･喜次郎氏から空調屋外機や配管、ダク
トなどの空調関連機器がどのような被害を受け、
どう復旧したのかを紹介されました。また、震
災では建物内部の設備機器落下による事故が多
数発生したことが報告されました。続いて、「消
耗品・小材料の選定と管理について」と題して（一

社）日本空調衛生工事業協会･設備技術委員会･主
査･中村･勉氏から消耗品や小材料の使用・管理は
施工品質の確保や重大トラブルの回避につなが
る事例が紹介されました。
　当工業会からは、川本会長、山本副会長、築
地副会長、安部専務理事が出席しました。　

（一社）日本空調衛生工事業協会
第 20 回全国会議を宮城県で開催
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定例理事会議事報告（7月・9月・10月）

 7 月定例理事会
　平成25年7月12日㈮午後4時30分から第490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25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25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25年9月13日㈮午後2時から第491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
　安部専務理事から、10月24日㈭に宮城県仙
台市青葉区「仙台国際ホテル」で開催される
日空衛「全国会議」について説明があり、あ
らかじめ会長から、指名のあった、正副会長、
専務理事の出席をお願いしたい旨の発言があ
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
　安部専務理事から、11月28日㈭に埼玉県さ
いた市中央区「ホテルブリランテ武蔵野」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、あらかじめ会長から、指
名のあった、正副会長、各委員長、専務理事
の出席をお願いしたい旨の発言があり、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

　安部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、購入した入場券については当工業会
の地域福祉への支援活動の一環として社会福
祉法人･横浜市社会福祉協議会に寄付すること
を提案し、協議の結果、了承されました。

10月定例理事会
　平成25年10月11日㈮午後2時から第492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
　山本副会長兼総務委員長から、安部専務理
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
　安部専務理事から、12月定例理事会につい
て、12月13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25年度の前期経営幹部研修会が平成25年
9月5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 畠山 徹 氏を講師に招
いて講演が行われ、（一社）神奈川県電業協会か
らの参加も得て、35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
て畠山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　　

中小企業における自社分析のポイントと
経営再構築への考察
～進むべき道を決断～

　講　師　　㈱建設経営サービス
　　　　　　講師　畠山　徹･氏

平成25年度前期経営幹部研修会開催
中小企業における自社分析のポイントと経営再構築への考察

～進むべき道を決断～
研修委員会

　内　容　（概要）
　中小企業において企業の存続や雇用の維持
を図っていくために、従来型の「とにかく今
を耐え忍びながら現状維持を望む」といった
経営スタンスでは今後、生き残りが難しい状
況です。
　また、着地点の見えないコスト削減を続け
るばかりでも、企業の組織活力を喪失してし
まう恐れがあります。
　縮小均衡の限界を認識し、組織や企業運営
の転換に踏み出し成長・存続へのシナリオを
描くことが重要になります。
　本研修では、神奈川県内の中小建設企業を
中心に自社分析のポイントを押さえるととも
に、建設業経営戦略の方向性について考察、
解説しました。

（主な項目）
1．神奈川県下建設設備工事業の現状（収益性、
健全性、売上高階層別）

2．自社の経営体質の再確認（建設は業における
企業力評価・自社のポジション分析）

3．建設業経緯の方向性（本業収益基盤の強化・
多角化（新事業展開）

4．自社分析のフレームワーク
5．利益体質改善の着眼点
6．建設業経営の再構築

畠山　徹 講師
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　技術委員会主催の平成25年度技術研修見学会
が平成25年10月17日㈭に神奈川県高座郡寒川町
にある神奈川県企業庁寒川浄水場及び平塚市四
之宮にある（公財）神奈川県下水道公社の相模
川流域下水道右岸処理場（四之宮管理センター）
の両施設において実施されました。
　今回の参加者は正会員22名（15社）、賛助会員
3名（2社）、計25名でした。
　はじめに見学させていただいた寒川浄水場は、
昭和11年4月に湘南地方の1市9町に供給するた
めに開設され、平成24年3月31日現在、1日最大
送水量約71万4千㎥、給水人口約127万人、11市
4町へ供給している施設です。
　見学では、はじめに会議室において長谷山場
長からご挨拶と日本の水道の歴史について説明
をいただき、続いて柳川浄水部長から同浄水場
の施設概要や浄水過程の説明、又今回時間の関
係で見学は出来ませんでしたが、処理過程にお
ける浄水発生土（脱水ケーキ）はセメント原料
やグランド・園芸用土として再資源化されるな
ど、環境負荷低減への取組についてもお話をお
聞きしました。
　その後2班に分かれ、着水井・フロック形成池・
沈殿池・ろ過池・送水ポンプ室と各施設の説明
を受けながら見学を行い、ろ過池の目詰まりを
防ぐため、1回あたり800tの水を利用して定期的
（3日に1回）に行われるろ過池の洗浄や時間当た
り7,500㎥の送水能力を誇る送水ポンプ等を見学
させていただきました。
　見学後、ご協力をいただいた寒川浄水場の方々
にお礼を申し上げ次の見学地　相模川流域下水
道右岸処理場へ向かいました。

平成25年度技術研修見学会
～ 神奈川県企業庁 寒川浄水場及び（公財）神奈川県下水道公社 ～

技術委員会

寒川浄水場 四之宮管理センター

　次に見学させていただいた相模川流域下水道
右岸処理場（四之宮管理センター）は、昭和48
年6月に流域下水道として流域内の3市2町を対象
に最初に処理を開始した施設で、現在1日に最大
32万2千㎥の下水を処理することのできる施設で
す。
　はじめに、会議室において管理センター施設
案内主任の山崎様から下水処理の仕組みについ
て大型パネル等を使用しての説明や、大雨の際
に街を浸水から守るための下水道の要となる揚
水ポンプ（全送水能力　1,000㎥／分）の見学が
できました。また、広大な敷地を必要とする水
処理工程（最初沈殿池～反応タンク～最終沈殿
池）で、反応タンクに活性汚泥という微生物の
混ざった泥を加え、反応タンクの底から空気を
送りこみ、微生物が下水中の汚れをエサにして7
時間ほど繁殖させた後にできる綿のような塊（活
性汚泥）の説明と反応タンクの水の状態を見せ
ていただき、更に最終沈澱池で、その活性汚泥
を除いた後の大変きれいになった水も見せてい
ただきました。最後に、処理された水に水道水
の消毒でも使われている次亜塩素酸ナトリウム
を添加して相模川に返しているということも学
ぶことができました。なお、この処理場では、
下水処理場という事もあり、近隣への臭気対策
のため、各貯水池を2重のフードで覆っており、
夏季には大変な高温の中で作業をされることも
あるということで、浄水場とは違ったご苦労が
あることもお伺いできました。
　そして、ご協力をいただいた管理センターの
方々にお礼を申し上げ、バスにて横浜へ向かい
散会となりました。　　･･（技術委員会Ｒ．Ｍ記）
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寺田　稔 講師

関東地方整備局による
平成25年度入札契約実施方針等説明会

　関東地方整備局による「平成25年度入札契約
実施方針等説明会」が平成25年7月25日㈭午後3
時からホテル横浜ガーデンにおいて開催されま
した。
　この説明会は、情報の共有化と円滑な事業運
営の推進を図るため、毎年、当工業会と一般社
団法人･神奈川県電業協会とで共同開催している
もので、今回は、当工業会から23名、電業協会
から27名の合わせて50名が受講しました。
　開催にあたっては、国土交通省･関東地方整備
局･営繕部･寺田･稔･官庁施設管理官を講師にお招
きし、「平成25年度入札・契約手続きの実施方針
について」、「関東地方整備局営繕部における発
注工事の入札状況について」、さらには「工事の
重点的安全対策等」についてご講義をいただき
ました。



− 6−

　防災の日の9月1日㈰に先立ち、8月27日㈫に
「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253名が参加し、特に震災時の重要な拠点
となり、中心的な役割を果たす市庁舎をはじめ
区庁舎、消防署、病院等で実施されました。
　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43
名（23社）とバックアップ会員32名（30社）の
合計75名（49社）〔※即時、バックアップ重複4社〕
が訓練に参加しました。
　当日は、出動者の参集確認後、施設管理者か
ら設備の故障、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。

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

◎即時出動会員（23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、
興信工業㈱、㈱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㈱、ダイダン㈱、高砂熱学工業㈱、
東洋熱工業㈱、㈱西原衛生工業所、日宝工業㈱、
三沢電機㈱、㈱ヤマト

◎バックアップ会員（30社）
㈱アクトエンジニアリング、アトム冷熱工業㈱、
カナレイ㈱、㈱小松工業、㈱清田工業、㈱康栄社、
興和工業㈱、三建設備工業㈱、芝工業㈱、
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㈱、㈱ヨコレイ、
菱和設備㈱、㈱渡辺管工業

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 庁 舎 に お け る 訓 練
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　平成25年11月19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16名（14社）が参加し、
横浜西合同庁舎、横須賀合同庁舎、相模原南警
察署及び川崎臨港警察署の4箇所で実施されまし
た。
　当工業会からは、川崎臨港警察署を除く、3箇
所において出動会員3名（3社）が参加しました。
　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。

　横浜市の平成25年度優良工事表彰式が、平成25年10月29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35回目、現場責任者表
彰は8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13社、建築部門5社、土木・造園部門が30社の合
計48社が、また、現場責任者表彰には、設備部門が21名、建築部門が5名、土木・造園部門が40名の
合計66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2社が、また、優良工事現場責任者表彰で次の6
名の方が表彰されました。心からお慶び申し上げます。

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

横浜市優良工事表彰式

三沢電機㈱、文化興業㈱、エルゴテック㈱

優良工事施工会社表彰［設備部門］
　興和工業 株式会社　　　代表者　小堀　　創
　三沢電機 株式会社　　　代表者　三澤　　隆
　
　

優良工事現場責任者表彰［設備部門］
　小堀　　段（興和工業　株式会社）
　芝﨑　裕巳（相模設備工業　株式会社）
　下出　　健（株式会社　光電社）
　高木　和明（株式会社　光電社）
　竹田　敏行（荏原実業　株式会社）
　西海　一輝（三沢電機　株式会社）

今回の震災訓練に参加し、
ご協力をいただいた会員会社

横須賀合同庁舎における訓練
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　当工業会が後援（主催：KenPlanning第10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25年11月16日㈯午後1時から、横浜にぎ
わい座芸能ホールで開演されました。
　当日は、当工業会が入場券の寄贈を行った横浜市社会福祉協議会をとおして知的障害者・身体障害
者の方々など多数をご招待しました。
　特に、今回は節目となる第10回目の開催ということもあり、落語家の金原亭馬生･氏に特別出演をい
ただき、「落語」、アマチュアの方々が演じた「ほのぼのパフォーマンス」、「講談」、「奇術」、「江戸太
神楽」、「紙切り」などを堪能していただきました。

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」

会 員 消 息

会員消息につきましては、11月発行の「会員名簿」をご参照ください。
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親 睦 会 報 告

◎平成25年度前期釣大会
　渉外委員会主催の前期釣大会が平成25年6月28日㈮に金沢漁港「三春丸」
において11名が参加して行われました。成績は次のとおりです。

優 勝 福　山　和　弘〔川 本 工 業 ㈱〕
準 優 勝 長谷川　茂　三〔大 成 温 調 ㈱〕
第 ３ 位 東　軒　嘉　臣〔熱研プラント工業㈱〕

◎平成25年度前期麻雀大会
　渉外委員会主催の麻雀大会が、平成25年7月19日㈮に麻雀クラブ「ロン」
において20名が参加して行われました。成績は次のとおりです。

優 勝 亀卦川　善　治〔相模設備工業㈱〕
準 優 勝 安　部　博　幸〔（一社）神奈川県空調衛生工業会〕

◎平成25年度後期ゴルフ大会
　渉外委員会主催の前期ゴルフ大会が、平成25年10月31日㈭に横浜カン
トリークラブにおいて28名が参加して行われました。上位入賞者は次の
とおりです。

優 勝 漆　原　幹　雄〔共 栄 産 業 ㈱〕
準優勝・ベストグロス賞 丸　山　哲　也〔ア ズ ビ ル ㈱〕優  勝　漆原　幹雄 氏

〔共栄産業㈱〕

優  勝　亀卦川　善治 氏
〔相模設備工業㈱〕 

優  勝　福山　和弘 氏
〔川本工業㈱〕

平成 25 年度前期「釣大会」参加者の皆様 平成 25 年度「後期ゴルフ大会」参加者の皆様
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『全国労働衛生週間』ポスター（2 枚）を正会員に配付しました。（安全委員会）

　立冬を過ぎて朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。会員の皆様におかれましては如何お過ごし
でしょうか。
　今年一番の明るいニュースは、何と言っても2020年に行われるオリンピックの開催地が東京に決
まった事でしょう。
　招致活動の成功にはいくつかの要因があったと思いますが、今回は政官民が一丸となって取り組ん
だことが成功の大きな要因だったのではないかと思います。（一方、政官民挙げて日本の招致活動を妨
害していた国があったとか、なかったとか・・・）
　オリンピック開催に向けては、経済効果も期待でき、今後我々の業界も需要アップするのは間違い
ないでしょうし、東日本大震災からの復興という目標に対しても大きな影響を与えるものと期待され
ます。
　需要が増え景気の回復を感じられるようになれば、建設業の技術力を継承し、維持していくために
不可欠な若者の建設業離れにも、歯止めがかけられるかもしれません。
　福島第一原発の除染活動、耐用年数に達しようとする首都圏のインフラの老朽化の問題など、オリ
ンピックの開催に対する課題は山積しています。しかし、東京オリンピックを成功させるという目標
に対し日本全体が一丸となった時、この国がどのように変貌するのかを想像すると楽しみで仕方あり
ません。
　皆さんは、２０２０東京オリンピックに何を期待し、どんな夢をみるのでしょうか。
　今年も残りわずかとなってきました。会員の皆様におかれましては、お身体には十分ご留意し、何
かと慌ただしい年の瀬に入りますが、有意義に過ごされますよう祈念します。

（W.･O）

編 集 後 記
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矢向 
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