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　平成26年10月23日㈭愛知県名古屋市西区
「ウェスティンナゴヤキャッスル」において､（一
社）日本空調衛生工事業協会第21回全国会議が
開催され、全国から約330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
基本課題として開催されました。
　はじめに名古屋大学減災連携研究センター長・
福和伸夫教授から「過去に学び現代を点検し将
来の地震災害に備える」をテーマとして基調講
演が行われました。
　会議では、（一社）日空衛の野村春紀会長から
開会の挨拶があり、野村会長は挨拶の中で、「人
材の確保・育成は建設業界にとって中長期的な
大きな課題となっている。日空衛では『人材確保・
育成特別委員会』を設置し、本格的な取り組み
を行う」と人材不足への危機感と対策を強化す
る考えを改めて示されました。
　また、業界実践スローガンの『低炭素社会づ
くり』への取り組みについても触れ「継続的に
強化していく必要がある。設備技術の経験とノ
ウハウを活用し、低炭素社会づくりに貢献でき
る可能性は今後もさらに広がっていく」と環境
への取り組みの重要性を強調されました。

　次に国土交通省･八鍬･隆中部地方整備局長か
ら来賓の挨拶があり、「今後とも省エネ化や低炭
素化、担い手の確保・育成に取り組んでほしい」
とエールを送られました。
　続いて（一社）日空衛企業コンプライアンス
委員会の是常副委員長からコンプライアンス（法
令順守）の徹底に向けた行動宣言をはじめとし
た関係決議について提案説明があり、原案どお
り採択されました。
　次に事例発表があり、最初に東海支部を代表
してゼネラルヒートポンプ工業㈱の谷藤浩二取
締役から地中熱をはじめとした自然エネルギー
を利用した「再生可能エネルギー利用ヒートポ
ンプ事例」のご紹介とその効果について報告が
ありました。続いて、（一社）日空衛生産システ
ム委員会主査の阿部正樹氏からリスクアセスメ
ントを運用しやすい体制を構築するため「リス
クアセスメントのための災害事例集」による労
働災害の事例紹介とリスク低減策の検討並びに
問題解決力を高める方策について発表がありま
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 21 回全国会議を愛知県で開催
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定例理事会議事報告（9月・10月）

 9 月定例理事会
　平成26年9月12日㈮午後2時から第501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23日㈭に愛知県名
古屋市西区「ウェスティンナゴヤキャッスル」
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開催要領等につ

いて
　当年度は、当工業会が開催当番県となり、
平成26年11月27日㈭に「崎陽軒本店」（横浜
市西区）で開催する「日空衛関東支部連絡協
議会」の開催要領について専務理事から説明
があり、協議の結果、原案のとおり了承され
ました。

10月定例理事会
　平成26年10月10日㈮午後2時から第502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
　専務理事から、12月定例理事会について、
12月12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26年度の経営幹部研修会が平成26年9月3
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 廣津 榮三郎 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、40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、事業運営におけるコミュニ
ケーションの重要性などについて挨拶があり、
続いて廣津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　　

建設業のコミュニケーション向上及び
元気な会社育成
～（若年層の定着を図る秘訣とは）
　　（心の危機管理）～

　講　師　　㈱建設経営サービス
　　　　　　講師　廣津･榮三郎･氏

平成26年度経営幹部研修会開催
建設業のコミュニケーション向上及び元気な会社育成

～（若年層の定着を図る秘訣とは）（心の危機管理）～
研修委員会

　内　容　（概要）
　昨今、増加する傾向にある「新しいタイプ
の苦情やクレーム」等の問題に適切に対処す
るには、経営幹部や現場代理人並びに職員間
におけるコミュニケーションスキルの向上が
重要なポイントとなります。
　この研修においては、はじめに職員一人ひ
とりが「お客様に喜んでいただくこと」を意
識し、相手の立場に立ったコミュニケーショ
ンの向上に必要となる自己分析方法等を考察・
解説されました。
　続いて、近年目覚ましく進歩した「機能脳
科学」の考え方に基づいて、辛い、悲しい、
苦しい等の気持ちを軽減する方法や悩みの事
例を交えながら「心の危機管理」についても
解説されるとともに、さらに若年層の定着を
図る秘訣と心の危機管理など、良好な企業活
動の発展に向けた研修が行われました。

（主な項目）
1．組織におけるコミュニケーションの必要性
2．コミュニケーションスキルの向上
3．自分を知る
4．脳の機能
5．記憶のメカニズム
6．男にもある更年期障害

廣津 榮三郎 講師
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　平成26年度の一般研修会が平成26年11月5日
㈬午後2時から万国橋会議センターにおいて開催
されました。
　今回の研修会は、働きやすい職場環境づくり
の一環として、㈱建設経営サービス 森川あやこ 
氏を講師に招いて講演が行われ、（一社）神奈川
県電業協会、（一社）横浜市電設協会及び（一社）
横浜建設業協会からの参加も得て、38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、安全・安心な職場づくりに
は互いの意思疎通が大切であり、コミュニケー
ション力をアップさせ、職場の活性化を図って
いただきたいとの挨拶があり、続いて森川講師
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　　
安心・安全な現場・職場づくりに欠かせない！
～心をつなぎ絆を結ぶ
　コミュニケーション実践法～

平成26年度一般研修会開催
「安心・安全な現場・職場づくりに欠かせない ！」
～心をつなぎ絆を結ぶコミュニケーション実践法～

研修委員会

　講　師　　㈱建設経営サービス
　　　　　　講師　森川 あやこ 氏

　内　容　（概要）
　ちょっとした伝達ミスから起こる聞き間違
い、勘違い、思い込みが、大きな事故や危険
につながる可能性があります。一人ひとりが
心をひとつにし、互いに絆を結び合い、一致
団結し作業能力を高めていくためにも、日頃
から円滑な人間関係を築きあげておくこと、
また、抜け、漏れのない速やかな情報伝達、
確認、分かりやすい指示出し等、「伝わるコミュ
ニケーション」が安心・安全な現場づくりに
は欠かせません。
　この研修においては、現場内、職場内をス
ムーズにするためのコミュニケーションのコ
ツ・実践法について分かりやすく解説されま
した。

（主な項目）
1．安心・安全のために（チェック）
2．きっかけは笑顔から（表情）
3．作業能率を高める声、話し方
4．すれ違い・勘違い・思い込みを防ぐ
5．心をひとつに！互いに絆を結び合う
6．安心・安全は意識を持つこと

森川 あやこ 講師
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　技術委員会主催の平成26年度技術研修見学会
が平成26年10月16日㈭に神奈川県川崎市幸区堀
川町にあるラゾーナ川崎東芝ビルにおいて実施
されました。
　当施設は㈱東芝の本社でもあった旧東芝川崎
事業所跡地に川崎駅西口前再開発の一環として
計画された『ラゾーナ川崎』の業務ゾーンに東
芝グループの新事業拠点として2013年3月に竣
工したビルで、同ビル２階には小向東芝町の研
究開発センター内にあった東芝科学館が移転し、
東芝未来科学館として2014年1月に開館しまし
た。
　今回の参加者は正会員15名（11社）、賛助会員
1名（1社）、計16名でした。
　見学では、はじめに会議室において東芝キヤ
リア㈱施設営業部の高橋部長からご挨拶とビデ
オを利用して当施設の概要について説明をいた
だき、続いて当施設における様々な省エネシス
テムを「熱源システム」（熱源機USXを利用し、
大温度差による搬送動力の低減やポンプ内蔵の
熱源機特性を活かした負荷に応じた変流量運転、
モード別切り替え運転等）、「空調システム」（照
明制御にも利用されているゾーン毎の画像セン
サーを利用した個別制御、設定温湿度ではなく
“快適性指数 “を中心とした制御）シュミュレー
ションを利用した各階ベランダに設置してある
屋外機の効率的な配置等を中心に紹介して頂き
ました。また、災害時におけるＢＣＰ（事業継
続計画）対応として、BEMS（ビルの機器、設
備の運転管理により省エネを図るシステム）と
非常用発電機を連携し、最大3日間の電源供給を
継続できるほか、エレベーターが停電時最大2時
間の低速運転が可能となる二次電池（SCiB　
TM･リチウムイオン電池の一種で優れた特性を
持つ）の説明をして頂きました。
　その後2班に分かれ、屋上に設置してある非常
用発電機（1,500kva）や補機が本体に内蔵され
ている為すっきりとした感じのするUSX（チ

平成26年度技術研修見学会
～ スマートコミュニティセンター（ラゾーナ川崎東芝ビル） ～

技術委員会

ラー屋外機）廻り、ショースペースでの当ビル
の掲げる“スマートコミュニティ“に関する説明、
ユニット内に空調機を一体化させたことにより
既設建屋への構築がスムーズになったデータセ
ンターと各施設の説明を受けながら見学を行い、
最後に今年一月に新装となった東芝未来科学館
を見学させていただきました。
　館内は4つのゾーンに分かれており、一つ目の
「ウェルカムゾーン」は同社が目指す近未来を2.3
×9ｍの大型スクリーンで紹介し、二つ目の「ヒ
ストリーゾーン」は、創業者の田中久重氏、藤
岡市助氏が開発した、からくり人形、万年自鳴
鐘（万年時計）、日本初の白熱電球など、これま
で開発・制作された多くの製品が展示されてお
り、特にからくり人形の原理の説明を受けなが
らの実演は大変興味深いものがありました。三
つ目の「フューチャーゾーン」は、エネルギー、
まち、ビル、家、ヘルスケア、情報のテーマご
とに同社の事業、技術、製品が紹介され、四つ
目の「サイエンスゾーン」は科学技術を楽しく
学ぶことができる実験・体験型の展示、イベン
トコーナーとなっており、ここではリニアモー
ターカーの動力源となっている超電導の発生の
実演や50万ボルトの静電気発生装置による静電
気を体感させていただきました。
　見学後、ご協力をいただいた東芝キヤリアの
方々にお礼を申し上げ、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26年度入札契約方針等説明会

　関東地方整備局による「平成26年度入札契約
方針等説明会」が平成26年7月30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20名、電業協会
から21名の合わせて41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26年度入札・契約手続きの実施方針」、
「平成26年度営繕工事発注見通し等」についてご
講義をいただきました。
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　防災の日の9月1日㈪に先立ち、8月21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254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（38班）のうち、今回は
48施設（35班）が訓練の対象となり、当工業会
からは即時出動会員40名（22社）とバックアッ
プ会員44名（35社）の合計84名（57社）〔※一部、
即時、バックアップの重複あり〕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（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、
興信工業㈱、㈱光電社、興和工業㈱、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㈱、高砂熱学工業㈱、東洋熱工業㈱、
㈱西原衛生工業所、日宝工業㈱、㈱ヤマト、

◎バックアップ会員（35社）
㈱朝日工業社、㈱アクトエンジニアリング、
アトム冷熱工業㈱、カナレイ㈱、㈱金子工業所、
㈱小松工業、㈱清田工業、㈱康栄社、興和工業㈱、
斉久工業㈱、三建設備工業㈱、㈱三晃空調、
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㈱、大成設備㈱、ダイダン㈱、㈱司工事、
㈱テクノ菱和、東洋熱工業㈱、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26年11月18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、横浜建設業協会、川崎
建設業協会、川崎市空調衛生工業会、当神奈川
県空調衛生工業会から会員合計21名（15社）が
参加し、神奈川県庁、小田原合同庁舎、津久井
合同庁舎、戸部警察署の4箇所で実施されました。
　当工業会からは、出動会員4名（4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。

　横浜市の平成26年度優良工事表彰式が、平成26年10月28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16社、建築部門6社、土木・造園部門が33社の合
計55社が、また、現場責任者表彰には、設備部門が15名、建築部門が5名、土木・造園部門が43名の
合計63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4
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対策訓練行われる
安全委員会

横浜市優良工事表彰式

川本工業㈱、㈱神成工業、エルゴテック㈱、
興信工業㈱

優良工事施工会社表彰［設備部門］
　株式会社 光電社　　　代表者　築地　正明
　株式会社 小松工業　　代表者　小松　信幸
　株式会社 清康社　　　代表者　横田　憲一
　株式会社 司工事　　　代表者　清田　得司

優良工事現場責任者表彰［設備部門］
　市ノ渡　克幸　（株式会社 清康社）
　小久保　幸彦　（株式会社 清康社）
　高木　　和明　（株式会社 光電社）
　山田　　浩史　（相模設備工業 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

神奈川県庁舎における訓練
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親 睦 会 報 告

◎平成26年度前期釣大会
　渉外委員会主催の釣大会が、平成26年6月19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 小野原　　　渉〔エルゴテック㈱〕
準 優 勝 泉　　　勇　治〔ヨ コ レ イ ㈱〕

◎平成26年度前期麻雀大会
　渉外委員会主催の麻雀大会が、平成26年8月1日㈮に麻雀クラブ「ロン」
において12名が参加して行われました。成績は次のとおりです。

優 勝 後　藤　守　利〔カ ナ レ イ ㈱〕
準 優 勝 辻　村　淳　一〔興 信 工 業 ㈱〕

◎平成26年度前期ボウリング大会
　渉外委員会主催のボウリング大会が、平成26年10月9日㈭に若葉ハイ
ランドレーンにおいて11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 福　山　和　弘〔川 本 工 業 ㈱〕
準 優 勝 島　村　　　聡〔㈱ 光 電 社〕優  勝　福山　和弘 氏

〔川本工業㈱〕

優  勝　後藤　守利 氏
〔カナレイ㈱〕

優  勝　小野原　渉 氏
〔エルゴテック㈱〕

平成 26 年度前期「釣大会」参加者の皆様
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　当工業会会員、相模設備工業株式会社 代表取締役 加藤　忠宏氏が 9 月 23 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。

工 業 会 報 告

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。

『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）
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　朝夕冷え込む季節になりましたが、会員の皆様はお元気お過ごしでしょうか。
　2014年も残す所、後一ヶ月となりました。
　今年は、色々な事がありました。楽天からポスティングシステムを利用し移籍した田中投手の話題。
　又、ソチ冬季五輪では、ジャンプ団体男子の銅メダルの獲得など、スポーツ会では、心躍る話題が
ありました。
　しかし、明るい話題ばかりではありません。御嶽山噴火、楽しいはずの登山が一転して、大噴火に
見舞われ、尊い命が奪われました。予測もつかない事態に、我々はどう対応をして行けば良いか、考
えさせられる出来事でした。
　さて、高度成長以降、日本のインフラ建設を支えてきた建設業の技能集団が次世代への技術、ノウ
ハウの継続の危機に直面しているという話題は色々な所で聞かれます。公共工事など、建設投資の減
少を背景に若手が減り、高齢化が進んでいる為です。このままでは、我々が住む神奈川のインフラ整
備に支障をきたす恐れすらあります。その対策として建設業会に日本の若者が参じたくなる業界へと
衣替えをすることではないでしょうか。例えば女性の建設現場への起用を、もっと積極的に行うなど。
さまざまな事が考えられます。
　今後は会員の皆様のお知恵もお借りし、この建設業界が良くなる様働きかけが出来ればと思います。
　これから寒い季節となりますが、お身体には十分御留意し、有意義に過ごされます様、祈念いたし
ます。

（T.･O）

編 集 後 記
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配送センター：〒136-0082　東京都江東区新木場3-2-4
　TEL 03(3522)1261(代表 )　FAX 03-3522-1265

管工機材・住宅・ビル設備機器・プラント機材、国内外総合商社

水 と 空 気 と 環 境 を
クリエイトする企業
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